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はじめに
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元
等を図るとともに、
国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、
経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月、内閣総理大臣
決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月改定）
を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
「高効率重金属処理剤研究開発」は、産業廃棄物や飛灰、汚染土壌中の重金属処理工程における
高効率回収、省エネルギー化及び地球環境保全に資するため、「高性能の無機系重金属等処理剤及び
自然環境への負荷が少ない新規有機系処理剤の開発」を経済産業省において平成１５年度から平成
２０年度まで実施したものである。
今回の評価は、この「高効率重金属処理剤研究開発」の事後評価であり、実際の評価に際して
は、省外の有識者からなるエネルギー使用合理化化学技術開発評価検討会（座長：島田広道 独
立行政法人産業技術総合研究所 つくばセンター次長）を開催した。
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会
評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され
た。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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プロジェクト名

高効率重金属処理剤研究開発

上位施策名

省エネルギーの推進

事業担当課

製造産業局 化学課

プロジェクトの目的・概要
本プロジェクトは飛灰からの金属回収、汚染土壌からの金属回収やクロム、ダイオキシンなど
の土壌処理剤の開発を行うもので、大きな熱処理を伴わない飛灰や土壌からの金属回収方法の開
発、クロム処理剤、土壌浄化剤（ダイオキシン等難分解化合物の分解処理剤）の開発・実用化を
進めることにより、省エネルギー、温室効果ガスの排出削減を図るものである。
同時に、埋立処分場の延命や金属回収による循環型社会の形成やレアメタル対策としても有効
な解決策となりうるものである。
予算額等（平成１５〜１７年度：100％、１８〜２０年度：２／３）

（単位：千円）

開始年度

終了年度

中間評価時期

事後評価時期

事業実施主体

平成 15 年度

平成 20 年度

‑

平成 21 年度

東ソー株式会社

H15FY 予算額

H16FY 予算額

H17FY 予算額

H18FY 予算額

H19FY 予算額

227,773

126,000

70,532

39,000

62,000

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

45,000

570,305

643,305

目標・指標及び成果・達成度
(1) 全体目標に対する成果・達成度
本事業においては、以下の２つのテーマごとに目標を設定し研究開発を行った。
テーマ（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
重金属抽出方法の検討では、飛灰の基礎研究を行い重金属の存在形態・溶出挙動を把握し，そ
の知見を基に EDTA 抽出により銅，鉛を含有量の 80 % 以上の効率で回収できる条件を確立した。
貴金属回収剤の開発については目標性能の担持型 Pd 抽出剤とポリマー型 Pt 抽出剤を開発し，直
列使用で Pd，Rh，Pt の単体金属回収が可能になった。
クロム処理剤の開発についてはアルカリ性スラリーの新規六価クロム処理剤を開発し製品上
市した。また弱酸性均一溶液の新規六価クロム処理剤を開発した。
テーマ（２）汚染土壌浄化剤の開発
重金属フェライト化浄化技術の開発では低温・短時間で重金属フェライト化・磁選回収でき
る汚染土壌浄化処方を低薬剤コストで確立した。微細鉄粉スラリー剤の開発ではダイオキシン
類のモデル化合物として用いた試験研究用 PCB の高分解活性を示す微細鉄粉スラリー剤を開発
した。
テーマ（１）
（２）ともに一部はすでに事業化しさらなる事業推進のための課題が見えてきて
ii

おり、他の技術も事業やマーケティングまでの道筋が明確である。

目標・指標

成

果

達成
度

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
①飛灰の基礎研究を行い，飛灰からの重金属抽

①基礎研究により飛灰中の重金属形

出方法を検討し，銅，鉛抽出率 80 % 以上を達成す

態・挙動の知見を得，これを基にキレー

る条件を確立する。抽出への妨害因子を特定す ト剤を用いた重金属抽出方法を検討
る。

し，抽出率目標 80 % 以上（銅：100 %，
鉛：80 %）を達成する条件を見出し，高
エネルギー型灰溶融を回避する方法を
確立した。抽出には Ca が妨害因子とし
て大きく影響することを把握した。
②Pd 吸着量≧0.5 mmol/g-剤、Pd 選択
率≧90 %の目標を満たす担持型 Pd 抽
出剤、及び Pt 吸着量≧0.5 mmol/g剤、Pt 選択率≧90 % の目標を満たす
Pt 抽出ポリマーを開発した。
Pd 抽出剤と Pt 抽出剤とを直列使用す
ることで Pd，Pt，Rh 混合液から順次単
体金属を分離回収する方法を確立し
た。
※当初は「Pd、Rh 抽出操作を行い、残
液から Pt を回収するプロセス」を想定し
ていたが、Rh 抽出剤に代えて高性能
の Pt 抽出剤が開発できたことから、
「Pd、Pt 抽出操作を行い、残液から Rh
を回収するプロセス」とし、3種類の単体
金属を分離回収するという目標を達成
した。

②非有機溶剤（水溶液）系で使用でき，Pd，Pt，Rh
混合液から単体金属を分離回収できる抽出剤を
開発する。
Pd，Rh 抽出操作を連続で行い，残液から Pt を回
収する構想に基づき，抽出剤の目標を
・金属吸着量 ≧ 0.5 mmol/g-剤
・金属選択率 ≧ 90 %
とする。

③ゴミ焼却の高温化や産廃焼却増加で拡大しつ

③飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を

つある有害な六価クロムの処理ニーズに対応すべ

1.5 mg/L 以下に処理できるアルカリ性

く，飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5 mg/L 以

（pH＞10）の硫化鉄スラリーのクロム処

下に処理でき，強酸性の従来剤の腐食性等の問

理剤製品（重金属処理剤 TF-10S）を開

題点のないアルカリ性のクロム処理剤を開発し，実

発した。

用化を目指す。
さらに，処理飛灰からの Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5

さらに，飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃

mg/L 以下に処理でき，強酸性（pH＞3）の従来剤

度を 1.5 mg/L 以下に処理できるハンド

の腐食性の問題点のない弱酸性でハンドリング性

リング性のよい「鉄−有機酸」系弱酸性

のよい均一溶液のクロム処理剤を開発する。

（pH 4.5）均一溶液クロム処理剤を開発
した。
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達成

（２）汚染土壌浄化剤の開発
①Cu・Pb・Cd 汚染土壌を対象とし，低温・短時

①低温（40℃）・短時間・薬剤コスト目

間・低薬剤コスト（50,000 円/T-土 以下）で実施

標 50,000 円 /T- 土 以 下 （ 35,000 〜

でき，Pb・Cd については浄化後残渣が

44,000 円/T-土）で実施でき，浄化後

・溶出量 0.01 mg/L 以下

残渣の溶出量目標 0.01 mg/L 以下

・含有量 150 mg/kg 以下

（Pb・Cd で 0.01 mg/L）・含有量目標

を満たす重金属フェライト化浄化方法を確立す 150 mg/kg 以下（Pb・Cd で 1 mg/kg 未
る。

満）を満たす浄化条件を見出し，現行
方法よ り低 エ ネ ルギー で実 施 で き る
Cu・Pb・Cd 汚染土壌の高効率原位置
重金属フェライト化浄化方法を確立し
た。

②汚染底質の原位置型・常温化学分解浄化に用

②汚染底質の原位置型・常温化学分

いることができる，

解浄化に用いることができる，薬剤 5 %

薬剤 5 %（固形分換算）添加によって

（ 固 形 分 換 算 ） 添 加 に よ っ て 1,000

1,000 ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB

ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB を目

を 60 % 以上分解できる

標分解率 60 % 以上（15 日間で 70 %

という目標を満たす薬剤を開発する。

分解）を満たす微細鉄粉スラリー剤を
開発した。

iv

達成

各テーマの個別要素技術の成果、目標の達成度は、以下のとおり。
（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
要素
技術

目標・指標

成

飛灰中の主要重金属（銅，亜鉛，鉛）の
存在形態・溶出挙動を解析し，その知見
を基に飛灰含有量の 80 % 以上の銅と鉛
を抽出する条件を確立する。

要素技術１ ︹重金属抽出方法の検討︺

② 存在形態
・連続抽出方法等によって得られた溶
出液の溶液分析から溶出前の存在形
態を化学計算手法で解析する。

・可溶成分溶出後に重金属が濃縮され
た上記残渣の X 線光電子分光（XPS）
分析により難溶解成分の形態を解析
する。
③ 溶出挙動
・溶出時間，溶媒/飛灰液固比（L/S），
溶出液 pH の影響を調べる。
④ 抽出方法検討
・モデル抽出剤 EDTA（エチレンジアミ
ン四酢酸 Na 塩）を用い銅，鉛抽出率
80 % 以上達成の条件を確立する。
・抽出への妨害因子を特定する。

v

果

達成
度

飛灰中の主要重金属（銅，亜鉛，鉛）
の存在形態・溶出挙動を解析した。
その知見 を基に飛灰含有量の80 %
以上の銅と鉛を抽出する条件を確立
した。
・連続抽出方法等の溶出液分析か
ら溶出前の存在形態を化学計算
手法で解析し，銅，亜鉛はほぼ全
量が難溶性形態（酸化物）である
こと，鉛は 50 %：50 % の比で可溶
性 （ PbCl2 ） ・ 難 溶 性 （ PbSiO3 ，
PbSO4）形態であると解析した。
・可溶成分溶出後残渣の X 線光電
子分光（XPS）分析により難溶解成
分の形態（銅，亜鉛は酸化物，鉛
は PbSiO3，PbSO4）を特定した。

・溶出時間＝30 分間（過飽和現象
を利用する），L/S＝10，pH＞13 が
有効と判断した。
・EDTA を用い抽出率目標 80 % 以
上（銅：100 %，鉛：80 %）を達成する
条件を見出した。
・抽出には Ca が妨害因子として大
きく影響することを把握した。

達成

非有機溶剤（水溶液）系で使用でき，
Pd，Pt，Rh 混合液から単体金属を分離
回収できる抽出剤を開発する。

Pd，Rh 抽出操作を連続で行い，残液か
要素技術２ ︹貴金属回収剤の開発︺

ら Pt を回収する構想に基づき，抽出剤
の目標を
・金属吸着量 ≧ 0.5 mmol/g-剤
・金属選択率 ≧ 90 %

水溶液系で使用でき，Pd，Pt，Rh 混
合液から単体金属を分離回収するた
めの Pd 抽出剤および Pt 抽出剤を開
発した。
① 本研究開発において，Pd 吸着量
が目標の1/4 （0.13 mmol/g-剤），
Pd 選択率が目標超（ 99.0 %）のシ
リカゲル担持抽出剤を開発した。
・平成21年度の継続自主研究で担
持率を4倍引き上げ目標 Pd 吸着
量（0.5 mmol/g-剤）を達成した。
② 本研究開発において，Pt 吸着量
（0.5 mmol/g-剤）・Pt 選択率 ≧
90 %（99.6 %）の目標を満たす Pt 抽
出ポリマーを開発した。

とする。

③ Pd 抽出剤と Pt 抽出剤とを直列使
用することで Pd，Pt，Rh 混合液か
ら順次単体金属を分離回収する
方法を確立した。
※当初は「Pd、Rh 抽出操作を行い、
残液から Pt を回収するプロセス」
を想定していたが、Rh 抽出剤に
代えて高性能の Pt 抽出剤が開発
できたことから、「Pd、Pt 抽出操作
を行い、残液から Rh を回収する
プロセス」とし、3種類の単体金属
を分離回収するという目標を達成
した。
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達成

六価クロム
処理性能と製品の安定性に

六価クロム
処理性能と製品の安定性

おいて従来の強酸性鉄塩剤より優れる

において従来の強酸性鉄塩剤より優

以下の２薬剤を開発する。

れる以下の２薬剤を開発した。

「硫化鉄スラリー剤」
① 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5
mg/L 以下に処理できる。

① 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下に処理できることを
多数の飛灰で確認した。

要素技術３ ︹クロム処理剤の開発︺

② ジチオカーバメート系キレート剤と併

② ジチオカーバメート系キレート剤と

用する際に有害ガスを発生させず（＜

の併用試験で目標有害ガス発生

10 ppm），また材料腐食性低減を期待

量（＜10 ppm）を満たし，目標 pH

できるアルカリ性（pH＞10）を呈する。

＞ 10 （pH 10〜12）を満たすアル
カリ性薬剤を開発した。

③ ベンチ設備で工業生産技術を確立

③ ベンチ設備で工業生産技術を確

し，プラント建設のエンジニアリング検

立しエンジニアリング検討を行い，

討を行い，実用化の見通しをつける。

2,000 T/Y のプラントを建設し，生
産体制を確立した。

「鉄―有機酸溶液系薬剤」
④ 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5
mg/L 以下に処理できる。

④ 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下に処理できることを
多数の飛灰で確認した。

⑤ 大気開放下，1ヶ月間以上の保存安

⑤ 大気開放下，1 ヶ月間以上の保存

定性（Fe（Ⅱ）酸化が低速／沈殿生成

安定性を有する無沈殿の均一溶

なし）を有し，均一溶液状態を維持す

液であることを確認した。

る。
⑥ ジチオカーバメート系キレート剤と併

⑥ ジチオカーバメート系キレート剤と

用する際に有害ガスを発生させず（＜

の併用試験で目標有害ガス発生

10 ppm），また材料腐食性低減を期待

量（＜ 5 ppm）を満たし，目標 pH

できる弱酸性（pH＞4）を呈する。

＞ 4 （pH 4.5）を満たす弱酸性薬
剤を開発した。
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達成

（２）汚染土壌浄化剤の開発
要素
技術

目標・指標

成

果

要素技術１
︹
重金属フェライト化浄化技術の開発︺

現行方法より低エネルギー・低コスト
で実施でき，また封じ込め方法では達
成できない含有量基準を満たす重金
属汚染土壌の高効率原位置浄化方
法を確立する。

現行方法より低エネルギー・低コスト
で実施でき，また封じ込め方法では達
成できない含有量基準を満たす重金
属汚染土壌の高効率原位置浄化方
法を確立した。

①低温（50℃以下）・短時間（数日〜
数週間）で Cu・Pb・Cd 汚染土壌中
の重金属イオンをフェライト
化し，磁
選回収できる方法を開発する。
②低 薬 剤 コ ス ト（50,000 円 /T- 土 以
下）の浄化方法フローを確立する。

① 低温（40℃）・短時間（処理直後）で
汚染土壌中 Cu・Pb・Cd 全ての重
金属イオンをフェライト
化し，磁選
回収できる方法を開発した。
② 目標薬剤コスト50,000 円/T-土以
下（Cu：35,000〜38,000 円/T-土，
Pb：44,000 円/T-土，Cd：38,000 円
/T-土）を満たす浄化方法フローを
確立した。
③ 浄 化 後 残 渣 の溶 出 量 目 標 0.01
mg/L 以下（Pb・Cd で 0.01 mg/L）・
含有量目標 150 mg/kg 以下（Pb・
Cd で 1 mg/kg 未満）を満たす浄化
方法フローを確立した。

③浄化処理後残渣について
・溶出量 0.01 mg/L 以下
・含有量 150 mg/kg 以下
を満たす浄化方法フローを確立する。

ダイオキシン汚染底質の原位置浄化
のためにダイオキシン類を常温で化学
分解できる薬剤を開発する。

達成
度

達成

要素技術２ ︹微細鉄粉スラリー剤の開発︺

ダイオキシン汚染底質の原位置浄化
のためにダイオキシン類を常温で化学
分解できる微細鉄粉スラリー
剤を開発
した。

基剤で
① 〔平成 20 年度にスラリー
基剤の改 ① 水溶性 Ni 塩添加のスラリー
水 溶 液 仕 込 み 濃 度 5 ppm の
良検討を実施した。このための目
cis-DCE をスラリー基剤 1 % で 6〜9
標設定〕水溶液仕込み濃度 5 ppm
の cis-DCE（cis-ジクロロエチレン）
日間（目標：10 日間以内）で 0.01
をスラリー
基剤 1 % で 10 日間以内
ppm 未満に分解でき，目標を達成
に 0.01 ppm 未満に分解できる。
した。
② 水溶液仕込み濃度 10 ppm のクロロ ② 水溶性 Ni 塩添加のスラリー
基剤の
ベンゼン（モデル汚染物質）を，ス
湿式粉砕剤 1 %（固形分換算）でク
ラリー
基剤の湿式粉砕剤 1 %（固形
ロロベンゼンを 15 日間（目標：20 日
分換算）で 20 日間以内に 0.001
間以内）で 0.001 ppm 未満に分解
ppm 未満に分解できる。
でき，目標を達成した。
③ スラリー
基剤の湿式粉砕剤 5 %（固 ③ スラリー
基剤の湿式粉砕剤 5 %（固
形 分 換 算 ） 添 加 に よ っ て 1,000
形 分 換 算 ） 添 加 に よ っ て 1,000
ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB を
ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB を
60 % 以上分解できる微細鉄粉スラ
目標分解率 60 % 以上（15 日間で
リー剤を開発する。
70 % 分解）を満たす微細鉄粉スラ
リー剤を開発した。

達成

(2) 目標及び計画の変更の有無
変更は特になし。目的を達成するために効率的かつ機動的な計画運営を行い、概ね計画どおりの研
究開発を実施できた。

viii

＜共通指標＞
要素技術

特許出
願件数

特許権の
実施件数

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
要素技術‑１

3

0

要素技術‑２

0

0

要素技術‑３

24

1

（２）汚染土壌浄化剤の開発
要素技術‑１

0

0

要素技術‑２

20

0

計

47
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評価概要
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
本研究開発は、飛灰処理、土壌浄化ともに、国土の狭隘なわが国では重要な課題であり、特に含有
重金属は環境リスクが高いことから国が対応するに適切な課題である。
また、民間のみの開発ではインセンティブが働きにくく、国の関与が必要と考えられる。
一方、飛灰、三元触媒、土壌など種々の媒体中での重金属除去・回収の提案は意欲的とも言える
が、反面、核となる技術がどこにあるのかが曖昧になった
２．研究開発等の目標の妥当性
各項目について技術的観点を中心として適切な数値目標が設定されている。また、個々の要素技術
に対して、適当な目標および指標が設定されている。
一方、三元触媒からの貴金属回収を飛灰と結びつけることについては入口と出口が違う印象を受け
る。
三元触媒での技術が濃度レベルの違いを克服できて飛灰処理に適用し得るものであることを明示す
べきであった。
３．成果、目標の達成度の妥当性
全ての項目について達成されており十分な成果と判断する。また、相応の数の特許が出願されてお
り、個々の数値目標もおおむねクリアされていることから、設定した目標の枠内では、妥当な成果が得
られている。
一方、自動車触媒からの貴金属回収を飛灰と結びつけるのは、不適切である。
４．事業化、波及効果についての妥当性
本事業で開発された個別要素技術のほとんどが実用化を達成、または 3 年以内に達成見込みであ
り、一部は製品として上市されている。また、産業廃棄物の処分の将来動向が不透明な中で、比較的よ
ix

く事業化を検討されており、事業化の進捗状況は妥当であると判断される。
一方、一般的に波及効果が大きくない課題ではないか。土壌のオンサイト処理のようなプロセス開発
について、今後、実施者が提示した工程表どおりに事業化に結びつけられるかは疑問がある。また、成
果は学会発表や学術論文の形で公表するべきである。また、省エネルギー量は波及効果の項目では
なく、別の項目を立てて示してほしい。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究開発計画、実施体制、運営ともに妥当であったと判断される。市場調査も適宜行われ、研究開発
との連携も行われている。
全ての課題をクリアした実施者の努力は評価されるが、補助率 100%とするほどの開発リスクがあった
かやや疑問が残る。その意味では中途で 2/3 とした判断は評価される。
飛灰処理を最終目標とする技術開発では、結果的に三元触媒からのレアメタル回収にとどまり、飛灰処
理への具体的な道筋の提示に至らなかった。
６．総合評価
技術的な検討は十分に行われ、興味深い成果が得られている。
またこれらが数多くの知的財産に結実している。土壌浄化技術については、数少ない効率的原位置
浄化技術として評価できる。
全課題に共通する抽出技術についての技術ポテンシャルを巧みに活かしたプロジェクトと考えられ
る。
飛灰中の重金属の除去や土壌浄化は、重要性の割に技術の体系化や技術革新が行われていない
領域であり、その中で一定の成果を得ている。適用範囲（処理量、汚染の程度、目的物質を選択的に除
去できるかなど）がそれほど広くないであろう技術も含まれているが、既往の技術蓄積を考えると肯定
的に評価してよいと考える。
一方、提案と実施内容に整合性をつける必要がある。重金属除去を中心にしながらも、テーマが拡散
して要素技術相互間の関連性が曖昧になり、全体として散漫になった感は否めない。また、より多くの
波及効果を期待するために、できる限り学術誌等で公表する努力をすべきである。
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
飛灰処理、土壌浄化ともにコスト低減が最大の課題と考えられる。今後も引き続き低コスト化に向け
ての継続的技術開発を期待したい。また、もともと体系的な技術の蓄積があまりないと思われる分野で
あり、製品を上市して初めて見えてきたニーズもあるようなので、学術的・工学的知見を蓄積し、無機系
廃棄物処理の技術体系が確立されることを期待する。本プロジェクトにより重金属除去の基盤技術は獲
得できたと思われる。
一方で、ニーズ把握は不十分なところがある。想定している汚染物質の濃度、量、処理速度などが明
確ではない。汚染土壌のオンサイト処理のような場合には環境影響調査なども必要になるだろう。今後
は、これらを克服して、プロセスとして実用化できるような開発が必要だと思われる。実際に汚染された
土地のサンプル等を入手し、実際の分解率を調査することをお勧めする。
x

評点結果

xi

第１章 評価の実施方法

第１章

評価の実施方法

本プロジェクト評価は、
「経済産業省技術評価指針」
（平成 21 年 3 月 31 日改定、
以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的
評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として
(1)よりよい政策・施策への反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への技術に関する施策・事業の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け
られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・
政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度
の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体
制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの
である。
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、
効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。
２．評価者
評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、
被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ
り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家
で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。
これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
1

した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会
委員名簿にある５名が選任された。
なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省化学課
が担当した。
３．評価対象
高効率重金属処理剤研究開発（実施期間：平成１５年度から平成２０年度）
を評価対象として、研究開発実施者（東ソー株式会社）から提出されたプロジ
ェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。
４．評価方法
第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質
疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ
る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要
素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報
告書(案)を審議、確定した。
また、本評価検討会は、知的財産保護等の観点から、非公開として実施した。
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において
平成２１年６月に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項
目・評価基準について」のプロジェクト評価（事後評価）に沿った評価項目・
評価基準とした。
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導
性等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
・国民や社会のニーズに合っているか。
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・官民の役割分担は適切か。
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設
定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水
準（基準値）が設定されているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ
イプの作製等があったか。
（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の
達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及
び解決方策の明確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題
への対応の妥当性）。
・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
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・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる
環境が整備されているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分
に行われる体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実
施しているか、いたか。
（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。
（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ
の対応の妥当性）。
・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価
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第２章 プロジェクトの概要

１．事業の目的・政策的位置付け
１−１

事業の目的

我が国は，石油ショック以後，約 30 年間で約 37 % のエネルギー利用効率の改善を
達成し，世界的にも高水準の省エネルギー型社会経済システムを実現した。しかしな
がら，化石燃料の資源的制約や地球温暖化問題などを背景として，省エネルギーの
更なる推進への要請はますます強まっている。
このような状況を背景として，現在の我が国の環境保全分野でも省エネルギーの必
要性が増している。
年間排出量が 5 千万トン（環境省の発表※１による）を超える一般廃棄物の 75 % 程度，
また年間排出量が 4 億トン（同上）を超える産業廃棄物の 4 割程度は焼却処分され，
可溶性の有害重金属を含有する大量の焼却飛灰が発生している。現在では管理型
処分場で埋立て廃棄処分されるのが主流であるが、処分場の残余年数は 15 年程度
であり（環境省の発表※２による）処分場の延命対策が急務である。飛灰をスラグ化して
路盤材等に再資源化することで埋立処分量の減容化（処分場の延命）を図る方法とし
て溶融固化方法があり、ここ十数年増加しているが、飛灰を溶融固化させるために大
量のエネルギーを必要とし、CO2 排出の増加要因となる問題点がある。これを解決す
る方法としてガス化溶融方法がある。これは廃棄物の焼却熱を利用して飛灰を溶融さ
せるため省エネルギーと処分場の延命を両立させ得る。ガス化溶融方法を普及してい
くためには、ガス化溶融炉からの飛灰中の金属回収により全体のコストを低減すること
や、増加しつつある有害な六価クロムの回収、処理が求められている。
一方，土壌汚染問題については，2003 年に土壌汚染対策法が施行され，汚染土
壌の処理が義務付けられているが，その処理の方法は封じ込め対策が中心となって
いる。本来は土壌の浄化対策が望ましく，これを行うには汚染土壌を焼却するなどの
方法があるが，これはエネルギーを 多く消費するだけでなくダイオキシンなどの有害化
合物の分解には有効であっても，重金属を除外することが出来ないなどの問題があり、
省エネルギー型の土壌処理・金属回収方法の確立が求 められている。
※１
※２

出典： 環境省ホームページ，環境統計集，表番号 3.21。
出典： 環境省ホームページ，環境統計集，表番号 2.42。
http://www.env.go.jp/doc/toukei/contents/index.html

本事業は大きな熱処理を伴わない飛灰、土壌からの金属回収、クロム処理剤、土壌
浄化剤（ダイオキシン等難分解化合物の分解処理剤）の開発・実用化を進めることに

5

より、大量に発生する廃棄物、汚染土壌の処理の推進を通じた省エネルギー、温室効
果ガスの排出削減を図るものである。
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１−２

政策的位置付け

「エネルギー基本計画」（平成 19 年 3 月閣議決定），「新・国家エネルギー戦略」（平
成 18 年 5 月），「第 3 期科学技術基本計画」（平成 18 年 3 月閣議決定），「経済成長
戦略大綱」（平成 18 年 7 月財政・経済一体改革会議），「京都議定書目標達成計画」
（平成 17 年 4 月閣議決定）において，推進すべき技術開発として，エネルギーに係わ
る分野が示されている。
経済産業省では，革新的技術の研究開発を通じて，我が国産業の国際競争力の
強化と，我が国を巡る経済・社会的課題の解決を実現すべく，研究開発政策を戦略
的に実施するための技術戦略マップと７つの「イノベーションプログラム 」を策定してい
る。技術戦略マップは，新産業を創造していくために必要な技術目標や製品・サービ
ス・コンテンツの需要を創造するための方策を示し，経済産業省の研究開発マネジメ
ントに活用するとともに，幅広く産学官に提供し，ビジョンや技術的課題の共有，異分
野・異業種の連携，技術の融合の促進に寄与するものとして提供されている。本事業
は，「技術戦略マップ 2008」において，環境（３R 分野）の「最終処分量削減分野」のう
ち「無機系資材（ダスト・鉱さい等）−リサイクル技術」における「有価物回収技術−重
金属類回収技術」に該当する。また，環境（化学物質総合評価管理分野）の技術戦略
マップにおいて，「リスク削減技術」における「水域」、「土壌」に位置付けられるもので
ある。
一方，イノベーションプログラムとは，政策目標 を定め，これを達成するために必要
な研究開発と，成果の市場化に必要な関連施策（規制改革，標準化等）を一体にした
総合的な施策パッケージである。経済産業省は， 技術戦略マップに従い，全ての研究
開発プロジェクトを７つの「イノベーションプログラム 」の下で実施しており，本事業は，
総合エネルギー効率の向上を目的として経済産業省 が取りまとめた「省エネルギー技
術開発プログラム基本計画（平成１９・０３・２６産局第１号）」の「II．超燃焼システム」の
ひとつとして実施されたものである。
本事業は技術戦略マップにおいて、３R 分野の金属類回収技術、リスク削減技術
の水域、土壌 として位置づけられるとともに、省エネルギー技術開発プログラムの中
でもこれらをパッケージして位置付けられており、政策的位置付けは明確である。
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図１ ３R 分野の詳細ロードマップ−最終処分量削減（B）
（出所：技術戦略マップ２００８）

図２ 化学物質総合評価管理分野の技術ロードマップ（リスク削減技術）
（出所：技術戦略マップ２００８）
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図３ 化学物質総合評価管理分野の技術マップ（リスク削減技術）
（出所：技術戦略マップ２００８）

図４ 化学物質総合評価管理分野の技術マップ（リスク削減技術）
（出所：技術戦略マップ２００８）
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４．研究開発内容

Ⅱ.超燃焼システム技術

図５ プロジェクト概要
（出所：省エネルギー技術開発プログラム基本計画（平成１９・０３・２６産局第１号 ））
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１−３

国の関与の必要性

2005 年 2 月に発行した京都議定書において，我が国は 2008 年から 2012 年の温室
効果ガス排出量を 1990 年比で６％削減することとされているが，現時点においてもこ
の目標の達成は極めて困難な状況となっている。京都議定書後の枠組み決定に先立
ち，我が国では国連の総会で，2020 年における温室効果ガス排出量を条件付きで
25%削減することを表明している。
我が国の産業部門での省エネルギーや生産性の向上 に関する取り組みは積極的
に進められてきた結果，世界的にも高いレベルに達しており，このような目標を達成し
ていくためには，革新的な技術のブレークスルーとその導入普及が必要であり，官民
一体となって取り組むことが不可欠となっている。

本事業で実施した飛灰からの金属回収方法、クロム処理剤の開発は、埋立処分場
の延命や金属回収による循環型社会の形成やレアメタル対策としても重要な課題で
ある。また、高効率重金属処理剤の開発は，汚染土壌から重金属を分離回収するだ
けでなく，ダイオキシンなどの難分解性有害物質を分解する土壌処理剤等の開発で
あり，いずれのテーマも産業分野において大きな省エネルギー効果が期待され，国民
や社会のニーズに合致した，緊急性が高 いものである。

さらに、土壌汚染対策法の付帯決議（参議院 平成１４年５月）では、政府が講ずべ
き施策として「汚染除去等の措置については、これが適切かつ円滑に実施されるよう、
その手法が簡易でかつ低コストなものとするための技術開発の推進を図ること。」を求
めている。

しかしながら，産業分野に大きな省エネルギー効果 を及ぼす革新的な技術開発に
は多額の研究開発費が必要で民間単独ではリスクが大きく困難であり，可能性ある技
術シーズが寄与する機会を逸 してしまうことがないようにするためには国の積極的な支
援が必要不可欠である。国の支援により研究開発を加速させることで，省エネルギー
型の環境保全事業の普及を早めることができると考えられた。
このため，本事業によって補助金を交付し，実施したものである。
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２．研究開発目標
２−１

研究開発目標

本事業は，飛灰処理に関する新しい処方・処理剤の研究開発，および，重金属ある
いは難分解性有害有機物汚染土壌浄化の新規薬剤の研究開発を行ったもので，以
下のテーマごとに目標を設定し研究開発を行った。

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
① 「飛灰からの重金属抽出方法の検討」では，飛灰の基礎研究を行い飛灰中の
重金属の存在形態や溶出挙動を解析し，回収プロセスの条件検討を行い、銅、
鉛の抽出率目標８０％以上を達成する処理剤の開発を行う。
② 「貴金属回収方法の開発」では、水溶液系で使用できる貴金属回収抽出剤の
開発を行う。
飛灰からの貴金属回収は含有量が微量であり高度な技術が必要であったと
ころ、これを実現するためには、まずはクロムでの成果の共通技術を応用展開し、
比較的高濃度からの回収が可能な三元触媒からの貴金属回収で高効率な回
収法の開発実用化を図り、引き続き低濃度での飛灰からの回収に繋げることとし
た。なお、三元触媒の回収率は現状国内で 4〜６割であり、低濃度の回収に不
向きであるなどの問題があるが、今回の開発法では Pd,Pt,Rh をそれぞれ高効率
に分離回収することを目標とした。
従来一部で金属回収が行われている精錬法は大きなエネルギーを必要とす
るため、本件技術開発は省エネルギー効果が期待できる。
③ 「クロム処理剤の開発」では，溶融飛灰等に含まれる六価クロムの新しい処理剤
の開発を行う。従来の薬剤の強酸性の問題点を解消し，安定性やハンドリング
面でも優れた硫化鉄スラリー剤、鉄有機酸溶液系薬剤を開発する。キレート剤
による抽出方法で除去できない六価クロムについては、他の金属回収が実施
されていても無害化・安定化処理が依然必要である。
飛灰中に増加傾向である六価クロムの処理技術を確立することは、省エネル
ギー型のガス化溶融方式を推進することに貢献する。

（２）汚染土壌浄化剤の開発
① 「重金属フェライト化浄化技術の開発」では汚染土壌中の Cu,Pb,Cd を高効率で
回収する方法を開発する。排水処理で知られている重金属フェライト化技術を
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発展させ，重金属フェライト化合物に強磁性を付与し電磁回収する技術であり，
比較的低温で短時間、薬剤低コストを低減する。汚染土壌対策は本来浄化（除
去）することが望ましいが、電気泳動法やフラッシング（洗浄）などがあるがエネ
ルギー消費が大 きく適用事例は少なく、主流の封じ込め方法となっている。本テ
ーマでは 、封じ込め方法ではない抜本的土壌浄化方法（金属回収）を高効率で
行う「重金属フェライト化浄化技術」を開発し、土壌浄化方法の省エネルギー化
を図る。
② 「微細鉄粉スラリー 剤の開発」では，ダイオキシン汚染土壌・底質※ （あるいはそ
の他の難分解性有害有機物に汚染された土壌・底質）を常温で化学分解できる
原位置浄化剤の開発研究を行う。これまでの掘削除去（焼却処理）は焼却法で
は大きなエネルギーを必要とする 。本テーマでは微細鉄粉スラリー 剤は低エネ
ルギーかつ経済的な常温・化学分解方法を開発し， 土壌・底質浄化対策の省エ
ネルギー化を図る。
※

底質： 湾や湖沼の底に堆積したもの。固体土壌と異なり流動性を有し，吸
着された有害物の吸・脱着や拡散を起こす。
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２−１−１

全体の目標設定

表１ 全体の目標
目標・指標

設定理由・根拠等

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
①飛灰の基礎研究を行い，飛灰からの重金属抽 ①基本抽出条件設定のため飛灰基礎研究
出方法を検討し，銅，鉛抽出率 80 % 以上を達成す を実施する。有害物除去観点で鉛を，有価
る条件を確立する。抽出への妨害因子を特定す 金属回収観点で銅を抽出対象とする。完全
抽出（100 %）困難と考え，抽出率目標を十分
る。
な実用化（有害可溶性鉛を全溶出させ，有
価銅を高収率で回収する）レベルと捉え，含
有量基準で 80 % と設定する。飛灰種の適用
性把握のため抽出妨害因子を特定する。
②Pd，Rh 抽出操作を連続で行い，残液から Pt を
回収する構想に基づき，抽出剤の目標を
・金属吸着量 ≧ 0.5 mmol/g-剤
・金属選択率 ≧ 90 %
とする。
③ゴミ焼却の高温化や産廃焼却増加で拡大しつ
つある有害な六価クロムの処理ニーズに対応すべ
く，飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5 mg/L 以
下に処理でき，強酸性の従来剤の腐食性等の問
題点のないアルカリ性のクロム処理剤を開発し，実
用化を目指す。
さらに，処理飛灰からの Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5
mg/L 以下に処理でき，強酸性の従来剤の腐食性
の問題点のない弱酸性（pH＞3）でハンドリング性
のよい均一溶液のクロム処理剤を開発する。

②Pd，Pt，Rh 混合溶液からの単体金属分離
回収を可能とする薬剤の開発は有意義であ
る。市販抽出剤性能（吸着容量，選択性）を
目標値設定する。
③処理能力の数値目標を，昭和 48 年総理
府令第 5 号基準値（1.5 mg/L 以下）で設定
し，他社従来剤の問題点解消のポイントを
pH と安定性に設定する。
アルカリ性のクロム処理剤は顧客ニーズに即
したスラリー流体として設計する。
さらにハンドリング性のよい均一溶液のクロム
処理剤の pH は，鋼材腐食性が著しくなる pH
3 よりも高く目標設定した。

（２）汚染土壌浄化剤の開発
①Cu・Pb・Cd 汚染土壌を対象とし，低温・短時
間・低薬剤コスト（50,000 円/T-土 以下）で実施
でき，Pb・Cd については浄化後残渣が
・溶出量 0.01 mg/L 以下
・含有量 150 mg/kg 以下
を満たす重金属フェライト化浄化方法を確立す
る。

①掘削除去（焼却）や電気泳動方法より低
エネルギーで実施できる汚染土壌の高効率
原位置浄化方法の確立の意義は大きい。キ
レート封じ込め方法の想定薬剤コスト
（50,000 円/T-土）以下を目標に設定し，残
渣の溶出・含有量を土壌汚染対策法施行規
則の基準値を目標に設定する。

②汚染底質の原位置型・常温化学分解浄化に用
いることができる，
薬剤 5 %（固形分換算）添加によって
1,000 ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB
を 60 % 以上分解できる
という目標を満たす薬剤を開発する。

②底質中のダイオキシン類を常温で化学分
解できる原位置型浄化薬剤のニーズに対応
すべく薬剤開発を行う。
分析機関（環境テクノ株式会社）指導に基づ
き，分析信頼性と定量下限値（2 ng）考慮で
ダイオキシン類環境基準値 1,000 ng/30 mL
水溶液中のPCB分解率を，有意差として明
確に判断できる値として 60 %以上と目標数値
設定する。
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２−１−２

個別要素技術の目標設定

本事業では，２つのテーマの要素技術ごとにさらに詳細目標を設定して，効果的に
研究開発を推進し，着実な全体目標達成を目指した。
（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
表２ 個別要素技術の目標
要素技術

（次頁につづく）

要素技術１ ︹重金属抽出方法の検討︺

目標・指標

設定理由・根拠等

飛 灰 中 の主 要 重 金属 （ 銅，亜 鉛 ，
鉛）の存在形態・溶出挙動を解析し，
その知見を基に飛灰含有量の 80 %
以上の銅と鉛を抽出する条件を確立
する。

基本抽出条件設定のため飛灰基礎研究を
実施する。有害物除去観点で鉛を，有価金
属回収観点で銅を抽出対象とする。完全抽
出（100 %）困難と考え，抽出率目標を十分な
実用化（有害可溶性鉛を全溶出させ，有価
銅を高収率で回収する）レベルと捉え，含有
量基準で 80 % と設定する。

①存在形態
・連続抽出方法等によって得られた
溶出液の溶液分析結果から溶出
前の存在形態を化学計算手法で
解析する。
・可溶成分溶出後に重金属が濃縮
された上記残渣の X 線光電子分
光法（XPS）分析により難溶解成分
の形態を解析する。
②溶出挙動
・溶 出 時 間 ， 溶 媒 / 飛 灰 液 固 比
（L/S），溶出液 pH の影響を調べ
る。
③抽出方法検討
・モデル抽出剤 EDTA（エチレンジ
アミン四酢酸 Na 塩）で銅，鉛抽出
率 80 % 以上達成の条件を確立す
る。
・抽出への妨害因子を特定する。
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・重金属含有量は微量であり形態特定のた
めの原飛灰の分光学的分析は困難である
ことから，溶出液分析を用いた化学計算
手法の解析が有効と考える。
・上記化学計算手法解析と残渣の分光学
的分析の組み合わせで難溶解成分の形
態解析の精度を向上させられると考える。
・溶出時間，L/S 比，溶出液 pH 条件を振り
溶出挙動を把握することは抽出方法検討
の基礎的知見になり重要である。
・銅は難溶性，鉛の可溶性形態の存在量も
少なく（50 %），抽出率 80 % 以上の達成は
通常不可能であるが，キレート剤による抽
出の可能性と効率の把握が考えられる手
段であり，検討が必要である。
・重金属抽出の難易度を左右する因子の
特定は，抽出方法の可否，飛灰の種類の
適用性を判断するために重要である。

要素技術２ ︹貴金属回収剤の開発︺
要素技術３ ︹クロム処理剤の開発︺

非有機溶剤 （水溶液） 系で使用 で
き，Pd，Pt，Rh 混合液から単体金属
を分離回収できる抽出剤を開発す
る。

白金族金属回収剤は一般的に有機溶剤抽
出方法で用いられるが，水溶液系で使用で
きる抽出剤が安全性や効率の点で好まし
い。
また現行の精錬方法では白金族金属 は合
金として回収されるが，Pd，Pt，Rh 混合溶液
からダイレクトに単体金属を分離回収する技
術の確立は意義が大きい。

Pd，Rh 抽出操作を連続で行い，残
液から Pt を回収する構想に基づき，
抽出剤の目標を
・金属吸着量 ≧ 0.5 mmol/g-剤
・金属選択率 ≧ 90 %
とする。

すでに市販されている水溶液系抽出剤と同
等以上の性能（吸着量，選択性）を目標値と
して数値設定する。

六価クロム処理性能と製品の安定性
において従来の強酸性鉄塩剤より優
れる以下の２薬剤を開発する。

従来の強酸性鉄塩剤〔
Fe （Ⅱ）成分〕が持つ
・Fe（Ⅱ）が直ちに空気酸化され失活
・空気酸化で生じた Fe（Ⅲ）が沈殿
・強酸性のため装置腐食が激しい
という問題のない，六価クロム処理能力 が同
等以上の薬剤のニーズがあり，新規剤 の開
発は有意義である。

「硫化鉄スラリー剤」
① 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下とする。
② ジチオカーバメート系キレート剤と
併用する際に有害ガスを発生さ
せず（＜ 10 ppm），また材料腐食
性 低減 を期 待できる アルカリ性
（pH＞10）を呈する。
③ ベンチ設備で工業生産技術を確
立し，プラント建設のエンジニアリ
ング検討を行い，実用化の見通し
をつける。

「硫化鉄スラリー剤」
①処理能力の数値目標を昭和 48 年総理府
令第 5 号基準値（1.5 mg/L）で設定する。
②ジチオカーバメート系キレート
剤は分解す
る際に有害ガスである二硫化炭素を発生
する。二硫化炭素許容濃度（10 ppm）を数
値目標とした。材料腐食性低減のために
は理論上 pH＞3 であることが要請される。
③工業生産に向けベンチ試作でのエンジニ
アリング・データ取得 を行う。これを基にプ
ラント建設をし安定生産を目指す。懸濁粒
子の比重が大きいスラリーであるために，
生産は容易ではない可能性がある。

「鉄― 有機酸溶液系薬剤」
④ 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下とする。
⑤ 大気開放下，1ヶ月間以上の保存
安定性（Fe（Ⅱ）酸化が低速／沈
殿生成なし）を有し，均一溶液状
態を維持する。

「鉄― 有機酸溶液系薬剤」
④処理能力の数値目標を昭和 48 年総理府
令第 5 号基準値（1.5 mg/L）で設定する。
⑤従来の強酸性鉄塩剤の保存安定性問題
を解消することを目標におき，顧客納入
（開封）後1ヶ月間を製品の最低の性能保
証期間とするために設定する（保証期間
は長いほど好ましい）。
⑥ジチオカーバメート系キレート
剤は分解す
る際に有害ガスである二硫化炭素を発生
する。二硫化炭素許容濃度（10 ppm）を数
値目標とした。材料腐食性低減のために
は理論上 pH＞3 であることが要請される。

⑥ ジチオカーバメート系キレート剤と
併用する際に有害ガスを発生さ
せず（＜ 10 ppm），また材料腐食
性低減を期待できる弱酸性（pH＞
4）を呈する。
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（２）汚染土壌浄化剤の開発
表３ 個別要素技術の目標
要素技術
要 素 技 術１
︹重金属フェライト化浄化技術の開発︺

目標・指標

設定理由・根拠等

現行方法より低エネルギー・低コストで実
施でき，また封じ込め方法では達成できな
い含有量基準を満たす重金属汚染土壌
の高効率原位置浄化方法を確立する。

エネルギー消費型の焼成処分（掘削
除去）方法などを回避し，汚染重金属
を原位置で回収（除去）することで土
壌浄化を達成する技術確立の意義は
大きい。

①低温（50℃以下）・短時間（数日〜数週
間）で Cu・Pb・Cd 汚染土壌中の重金属
イオンをフェライト化し，磁選回収できる
方法を開発する。
②低薬剤コスト（50,000 円/T-土以下 ）の
浄化方法フローを確立する。

① 大きな加熱機器を要さず，低エネ
ルギーで効率よく浄化できる方法の
確立を目標とする。

③浄化処理後残渣について
・溶出量 0.01 mg/L 以下
・含有量 150 mg/kg 以下
を満たす浄化方法フローを確立する。
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② 薬剤コストでは，キレート 封じ込め
方法を 50,000 円/T-土と想定し，こ
れ以下を目標に設定する。
③ 浄化後の残渣が，平成 14 年度土
壌汚染対策法施行規則第 18 条の
・溶出量基準値（0.01 mg/L）
・含有量基準値（150 mg/kg）
を目標数値に設定する。

ダイオキシン汚染底質の原位置浄化のた
めにダイオキシン類を常温で化学分解でき
る薬剤を開発する。

要素技術２ ︹微細鉄粉スラリー剤の開発︺

① 〔平成 20 年度にスラリー
基剤の改良検
討を実施した。このための目標設定 〕水
溶液仕込み濃度 5 ppm の cis-DCE
（cis-ジクロロエチレン）をスラリー基剤
1 % で 10 日間以内に 0.01 ppm 未満に
分解できる。
② 水溶液仕込み濃度 10 ppm のクロロベン
ゼン（モデル汚染物質）を，スラリー
基剤
の湿式粉砕剤 1 %（固形分換算）で 20
日間以内に 0.001 ppm 未満に分解でき
る。
③ スラリー
基剤の湿式粉砕剤 5 %（固形分
換 算 ） 添 加 に よ っ て 1,000 ng/30
mL-PCB 水溶液中の PCB を 60 % 以上
分解できる微細鉄粉スラリー剤を開発
する。

従来になかった底質中のダイオキシン
類の常温原位置化学分解剤を開発す
る。エネルギー多消費型の底質 の焼
却処分を回避する方法が期待されて
いる。
① 微細化前の原体は低活性であるた
め，取り扱い容易な VOC 化合物
cis-DCE の分解活性を開発の指標
とした。高分解活性を目指すため，
cis-DCE を高速で土壌環境基準
値 0.04 ppm よ り も さ ら に 低 い
0.01ppm まで分解する能力を目標
数値として設定する。
② cis-DCE より難分解性の芳香族塩
素化物クロロベンゼンを選定した。
土 壌 環 境 基 準 の設 定 はないが ，
GC 検出下限値（0.001 ppm）を目
標数値に設定する。
③ 分析機関（環境テクノ株式会社）指
導に基づき，分析信頼性と定量下
限値（2 ng）考慮でダイオキシン類環
境基準値 1,000 ng/30 mL 水溶液中
の PCB 分解率を，有意差として明
確に判断できる値として 60 %以上と
目標数値設定する。芳香環（ベンゼ
ン環）の炭素−塩素結合を切断し
無害化する反応はダイオキシン，
PCB に共通である。試験分析可能
な PCB の分解性能を調べる方法で
ダイオキシン分解剤の開発を行っ
た。1 回の薬剤供給で ※60 % 以上
を分解できる薬剤は，5000 pg のダ
イオキシン汚染土壌や底質の場
合，4 回程度の逐次供給で環境基
準（150 pg）以下に分解できると考え
られ，60 % 以上とする分解率目標
は実際的で妥当であると考えた。

※実際の土壌等に処理剤を用いる場合、例えば 30,000pg に汚染された土壌を環境基準
の 1,000pg にするためには、３〜４回の薬剤施工により浄化できるものと考えている。
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３．成果，目標の達成度
３−１

成果

３−１−１

全体成果

本研究開発の成果の概要を以下に示す。
（目標の達成度については P.９０〜９１参照）
（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
重金属抽出方法の検討（要素技術−１）： 飛灰の基礎研究を行い重金属存在形態・
溶出挙動を把握し，その知見を基に EDTA 抽出により銅，鉛を含有量の 80 % 以上
の効率で回収できる条件を確立した（目標の達成度については P.９２参照）。
貴金属回収剤の開発（要素技術−２）： 目標性能の担持型 Pd 抽出剤とポリマー型
Pt 抽出剤を開発し，直列使用で Pd，Rh，Pt の単体金属回収が可能になった（目標
の達成度については P.９３参照）。
クロム処理剤の開発（要素技術−３）： アルカリ性スラリーの新規六価クロム処理剤を
開発し製品上市した。また弱酸性均一溶液の新規六価クロム処理剤を開発した（目
標の達成度については P.９４参照）。

（２）汚染土壌浄化剤の開発
重金属フェライト化浄化技術の開発（要素技術−１）： 低温・短時間で重金属フェライ
ト化・磁選回収できる汚染土壌浄化処方を低薬剤コストで確立した（目標の達成度
については P.９５参照）。
微細鉄粉スラリー剤の開発（要素技術−２）： ダイオキシン類のモデル化合物として
用いた試験研究用 PCB の高分解活性を示す微細鉄粉スラリー剤を開発した（目標
の達成度については P.９５参照）。

３−１−２

個別要素技術成果

本研究開発での成果について，個別要素技術ごとの詳細を以下に示す。
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３−１−２−１ 新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
３−１−２−１−１ 重金属抽出方法の検討 （要素技術−１）
（目標の達成度については P.９２参照）
（１）背景・目的・概要
１-１節（事業の目的）で述べたように，焼却飛灰の溶融固化を回避できる方法
を見出すことが環境保全分野での省エネルギー上の大きな課題である。
このひとつとして注目されている非鉄精錬各社の工場で行われている山元還
元方法による資源回収方法のプロセス・フローを 図６ に示す（早稲田大学環境
総合研究センター・溶融飛灰資源化研究会の公開情報より）。しかし，この方法に
も飛灰水洗残渣の溶融工程等があり，依然消費されるエネルギーは大きい（飛灰
そのものの溶融固化よりエネルギー消費量は小さいと思われる）。
また事業性の観点から金属回収には高効率が求められるため，現状，対象は
おもに銅・亜鉛・鉛が高濃縮された灰溶融飛灰である。

→水層→ 処理 →放流
飛灰→ 水洗 →
→非鉄金属（銅・亜鉛・鉛）
※１
→残渣→ 溶融 （あるいは加熱揮発） →
→セメント原料
※２
→残渣→→スラグ再利用
→埋立処分
※１： 水洗に続いて酸洗浄を行う方式もある。
※２： 温度は 1,400〜1,500℃と推定。高エネルギーが必要。
図６

山元還元方法による資源回収方法のプロセス・フロー

本要素技術の検討においては，非加熱・短工程で飛灰から効率よく非鉄金属
を抽出する条件を確立することを目標とした（低エネルギー精錬を可能にするた
め水層や抽出液側に移した非鉄金属イオンをスラッジ回収することを構想した）。
環境保全の観点からは，抽出後の残渣はほぼ無害化（有害金属である鉛の除
去）され，減容化（埋立処分量の低減）されていることが要請される。
事業性の観点からは，有価金属の回収率が高いことが要請される。
本要素技術の検討においては飛灰の性質を調べることを先行させた（研究開
発内容のア・イに記した）。この知見を基に抽出目標を定め，引き続き抽出条件の
検討に移行した（ウ・エ・オに記した）。
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（２）研究開発内容
（ア）飛灰中の銅，亜鉛，鉛の存在形態
消石灰噴霧※ガス化溶融炉飛灰（元素組成を 表６ に示す）にて蒸留水洗浄
灰（連続抽出方法）・炭酸化灰試料を調製し，成分の変化を追った（表４a，b）。
残渣を X 線光電子分光（XPS）分析し重金属形態を 表５ のように特定した。
※

消石灰噴霧： ゴミ燃焼で生じる酸性ガス中和に消石灰を用いる。乾式排ガス処理
（国内では主流）。消石灰ではなく液体苛性などで中和を行う湿式の方法もある。

①蒸留水洗浄灰調製方法： 原飛灰＝100 g を 350 mL 遠心沈降管に入れ蒸留水
250 mL を加え撹拌し，2,000 rpm で 10 分間，遠心沈降した。上澄みを除去し，
残渣に対して 250 mL の蒸留水を加え，同様の操作を 100 回繰り返した（室温）。
その残渣をブフナーロートに移し蒸留水で連続洗浄した（総水量＝311 L）。
pH 変化は初期 12〜12.5 → 最終 10.5 であった。
②炭酸化灰調製方法： 原飛灰 400 g を 5 L のビーカに入れ 4 L の蒸留水を加え撹
拌し懸濁液に 1 L/min の速度で二酸化炭素を連続 17 時間通気した（室温）。
表４a

ガス化溶融炉飛灰中の主成分鉱物（重金属以外）
NaCl
KCl
Ca（OH）Cl
①蒸留水洗浄灰 全量除去された 全量除去された 全量除去された
②炭酸化灰
全量除去された 全量除去された CaCO3 に変化
ガス化溶融炉飛灰中の主要重金属の重量変化
全体重量変化
銅
亜鉛
①蒸留水洗浄灰
56.5 % 重量減
重量減僅少
②炭酸化灰
35.2 % 重量減
重量減僅少

CaSO４
CaCO3 に変化
二水石膏に変化

表４b

表５ ガス化溶融炉飛灰中の含有重金属形態
可溶性形態
銅
−
酸化物
亜鉛
−
酸化物
鉛
約 50 % が PbCl2
PbSiO3，PbSO４

鉛
50 % 重量減
重量減僅少

難溶性形態
CuO
ZnO
（炭酸化でも PbCO3 なし）

銅，亜鉛についてはほぼ全量が酸化物（CuO，ZnO）で存在していることが判
った。それぞれの溶解度（25℃）を，下に平衡組成の水酸化物で表記するが，
Cu（OH）2 ： 2.9×10-3 g/dm3， Zn（OH）2 ： 1.2×10-2 g/dm3
と極めて低く，水溶媒だけでは液抽出が極めて困難であることを把握した。しか
し現行のジチオカーバメート系キレート剤処理においては，飛灰中の Cu は他の
重金属よりも高速・高効率で反応することが経験から判っているため，有機キレ
ート剤には強い抽出力があると考えられる。
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鉛の可溶性形態は PbCl2，難溶性形態はおもに PbSiO3 であると判明した。炭
酸化条件下でも鉛の場合には PbCO3 は生成せず，カルシウム（CaSO４）が先に
CaCO3 になり，その際に放出される SO４2-によって PbSO４が生成するということが
判った。50 % の難溶性形態 PbSiO3 の液抽出は水溶媒だけでは困難であり，有
機キレート剤抽出の可能性検討の必要性を把握した。
表６

ガス化溶融炉飛灰（消石灰噴霧）の元素組成

（イ）飛灰からの銅，亜鉛，鉛の溶出挙動
まず，溶出pH因子について調べた。消石灰噴霧ガス化溶融炉飛灰の溶出試
験時のpHを変化させ金属 22 元素の溶出濃度変化を確認した。
実験方法：
㋐飛灰 10 g に純水 100 g（L/S=10）を添加
㋑硝酸，NaOH を使用して各 pH に調整
㋒ 30 分間攪拌（攪拌中 pH 維持）
㋓ろ過し，ろ液中の金属濃度を ICP-AES 方法にて分析
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主要重金属（Cu，Zn，Pb）の溶出挙動を次頁の 図８a，b に示した。
重金属元素は酸性側で溶出率は高く，中性〜弱アルカリではほとんど溶出し
ない。pH 8〜10 では Pb は 0.01 mg/L 以下となった。この範囲内に pH 調整する
ことで見かけ上 Pb は溶出しないと考えられる。
アルカリ側では本来両性金属である Pb は溶出しやすくなるはずであり，実際
に Pb はブランク溶出液（pH 調整なし，pH 12.2）の溶出率は比較的に高かったが，
さらに強アルカリ側（pH 13〜14）では逆に溶出濃度が低下した。これについては
飛灰中に存在する多量の Ca は高アルカリ側で溶出しないために，Ⓐ飛灰構造
が維持されて Pb，Cu が溶出しない，Ⓑ飛灰表面が水酸化カルシウムによって皮
膜されるために溶出が抑制されるため，またはⒸ一旦溶解した Ca が水酸化物カ
ルシウムとして沈殿する際に起こる Ca-Pb の共沈などの仮説が考えられた（現在
仮説Ⓑが有力であると考えている。イメージを Pb を例として 図７ に示した）。

飛灰粒子

通常溶出（pH 12）

強アルカリ（pH 14）

Ca 溶出：大

Ca 溶出：小

水酸化カルシウム
（表面皮膜形成）
Pb
Ca

Ca，Pb ともに溶出する。

Ca が溶出せず飛灰表面を皮膜する。

図７ 強アルカリ性での Ca による重金属溶出抑制のイメージ（仮説Ⓑ）
溶出液 pH への依存性については Pourbaix の金属溶解度-pH 線図※のデー
タと大きく相違した（鉛についてのみ 図９ にて比較した）。飛灰中の鉛の存在
形態と周囲の環境の差異（Ca の存在もそのひとつ）により単一組成の酸化鉛の
溶解度データとの差異が生じたものと考察された。
※

Pourbaix の金属溶解度-pH 線図： Pourbaix が著したデータ集に掲載されている
金属溶解度-溶液 pH 線図。各種金属単一組成（大部分は酸化物）の溶解度デー
タが記載されている標準的な便覧データである。

pH 13 以上の高アルカリ域で Pb 溶出率が低下するのが Ca の影響であるかど
うかを確認するため Ca の含有量の低い消石灰無噴霧飛灰について調べ，結
果を 図１０ に示した。Ca 含有量の低い飛灰の場合には pH 上昇に従って Pb
溶出率は上昇し，Pourbaix のデータと傾向が一致した。Ca 含有飛灰の挙動が
特殊なものであることが窺えた。
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飛灰中重金属の溶出（pH依存性、L/S=10）
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図８a

消石灰噴霧ガス化溶融炉飛灰の金属溶出濃度と溶出 pH
飛灰中重金属の溶出率（pH依存性、L/S=10）
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図８b

消石灰噴霧ガス化溶融炉飛灰の金属溶出率（含有量基準）と溶出 pH
飛灰中重金属の溶出（pH依存性、L/S=10）
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図９

消石灰噴霧ガス化溶融炉飛灰の鉛溶出濃度実測値と Pourbaix データとの比較
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溶出率

100.0%
80.0%

消石灰噴霧：無

60.0%

消石灰噴霧：有

40.0%

Ca が影響しなければ，
pH 13 以上で Pb 溶出率
の低下がない

20.0%
0.0%
10

図１０

11

12
pH

13

14

Pb 溶出挙動への Ca の影響

銅，亜鉛については，pH 7 よりアルカリ側では含有量に対する溶出率はゼロ
に近く，アルカリ性での水抽出は困難であると考えられた。また低 pH 側では亜
鉛は鉛とほぼ同じ溶出率を示したが，銅の溶出率は非常に低かった。
アで述べた飛灰の蒸留水洗浄（洗浄液の pH や電気伝導率が恒常になるま
で徹底的に実施）は pH 12.5〜10.5 の範囲であった。この域においては，銅，亜
鉛に関しては，繰り返し水抽出に全く効果がないことが判った。
溶出液 pH に続いて他の因子についても溶出挙動を調べ 表７ にまとめた。
短時間抽出が好適であり，これはプロセス上有利である。これは過飽和溶解
を起こすためであると推測した。時間を延ばしていくと溶出率は経時低下するが，
平衡濃度に到達するのには数ヶ月間を要することも判明した。
液／固比（L／S）は溶媒（水）と飛灰の重量比であり，L／S が大きいほど溶出
率が高いことが判明した。しかしながら比を上げていくと溶出液 pH が低下し，溶
出率が再び低下するため，最適値（L/S＝10）が存在することが判明した。
表７ ガス化溶融炉飛灰中の重金属の溶出挙動／好適な抽出条件

溶出液 pH

酸性で溶出率：高，アルカリ性で溶出率：低 （図８b）
Ca 含有しない飛灰ではアルカリ性で溶出率：高 （図１０）
※抽出剤がアルカリ性であることからアルカリ側が好ましく Ca
を含有しない飛灰を用いる前提で → pH 13 以上が好適

溶出時間

溶出時間が短いほど溶出率：高
→
※平衡濃度到達には数ヶ月間要す。

L／S
（液／固比）

L／S 大きいほど溶出率：高 （しかし pH 変動の影響あり）
→ L/S＝10 が好適
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30 分間が好適

銅に関しては有価金属回収（事業性），鉛に関しては主に有害物除去の目
的で引き続き抽出方法の検討に移行した（表８）。亜鉛は埋立規制がかかって
いないことから目標設定を行わなかった。
表８

抽出率の目標設定
抽出率目標

価格相場＊１

残渣の埋立規制

銅

含有量の 80 % 以上

890 円/kg

なし

亜鉛

設定せず

300 円/kg

なし

鉛

含有量の 80 % 以上

370 円/kg

あり＊２

＊１
＊２

平成 20 年 3 月度の情報（営業部収集）。
昭和 48 年環境庁告示第 13 号溶出試験で 0.3 mg/L 以下。当初含有量の
20 % 未満の鉛を含む残渣は現行の 1/5 未満の量のジチオカーバメート系薬
剤処理で安全に埋立処分可能であると考えられる。

（ウ）消石灰噴霧飛灰からの重金属抽出
キレート剤としてエチレンジアミン四酢酸ナトリウム（EDTA・4Na）をモデル抽出
剤として用い検討を行った。ここでは消石灰噴霧飛灰を用いた。
実験方法：
㋐飛灰 10g に水 100 g 加え，30 分攪拌（前処理）。
（まず蒸留水で実施し，次に硝酸で pH 4 に調整した水を用いた）
㋑㋐の残渣全量に水 100 g 及び所定量の EDTA を添加し，30 分攪拌。
（EDTA は当初飛灰量に対して，0，0.1，0.5，1 mmol/kg を添加）
㋒㋑の残渣全量に水 100 g を加え，5 分攪拌（洗浄）。
EDTA とカルシウムとの錯形成（イオン封鎖）による EDTA ロスの低減を考慮し
カルシウムを取り除くため，まず L／S＝ 10 で蒸留水洗浄（実験方法の㋐で蒸留
水使用）した灰を用いて実験を行ったが，カルシウムの影響を除外出来なかっ
た。
次に，よりカルシウムを除去できる pH 4，L／S＝ 10 の条件で水洗（上記㋐で
pH 4 の水を使用）した飛灰を用いて実験を行った（図１１a，b，c）。この図中の
「前処理」とは，pH 4，L／S＝ 10 水洗（実験方法の㋐）での溶出結果である。
図１１c に示すように，EDTA を増加させても Pb 残存率は下がらず（抽出 80 %
以上に対しては残存率は 20 % 以下になることが目標である），図１１b のように
EDTA の大部分は大量に存在するカルシウム抽出に消費されていた。
この一連の実験から，カルシウムを含有する消石灰噴霧飛灰では EDTA 添
加効果が十分に発揮されないことが判った。
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飛灰中その他金属の溶出挙動
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図１１a

重金属溶出挙動

図１１b
Pb残存率とpH
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図１１c

EDTA 添加率と Pb 残存率

（エ）消石灰無噴霧飛灰からの重金属抽出（予備検討）
カルシウム含有量の低い消石灰無噴霧の中性飛灰を用いて，前節と同じ実
験を行った（L／S＝ 10 で蒸留水洗浄した灰を用いた）。図１２（鉛のデータの
み）に示すように，EDTA 添加量に応じて，Pb が効率よく抽出され，含有量の
80 % 以上を飛灰から除去し溶液側に移すことが出来た。ただし無噴霧と言えど
もカルシウムは Pb 量以上に存在し，EDTA 消費量は大きかった（中性飛灰では
蒸留水洗浄の有無に関わらず Pb 抽出効率は同等であった）。
Pb残存率とpH
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飛灰中重金属の溶出挙動
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図１２

EDTA 添加率と Pb 残存率（消石灰無噴霧飛灰）
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（オ）消石灰無噴霧飛灰からの重金属抽出条件の最適化
EDTA 添加率を抑え，経済的な方法を探るべく，中性飛灰の前処理洗浄の
pH 最適化を行った。その結果，pH 13 以上で pH が上昇するにしたがって抽出
効率が高くなることが判った。しかしながら高 pH にするために添加すべき苛性
量および抽出操作後の中和処理のコストを勘案し最適 pH を 13.5 に設定した。
抽出時間の影響も調べたが，これは抽出効率を左右しないことが判った。
以上の知見を基に下法で抽出実験を行った。結果を 図１３，表９ に示す。
実験方法：
①飛灰 10g に水 100 g 加え，48 ％ NaOH にて pH を 13.5 に調整し，
30 分攪拌。
②①の残渣全量に水 100 g 及び所定量の EDTA を添加し，30 分攪拌。
③②の残渣全量に水 100 g を加え，5 分攪拌（洗浄）。

飛灰中重金属の抽出率
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抽出率％

80%
Pb
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60%
40%
20%
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0

0.25

0.5
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図１３

EDTA 添加率と Pb，Cu，Zn 抽出率

表９ 中性飛灰からの重金属抽出

銅
亜鉛
鉛
※

抽出量（mg/L）

含有量
（mg/kg）

①水洗

②EDTA

2,200

127

125

187,000

3,040

2,240

69

29 %

29,000

1,660

669

24

81 %

③水洗
3.5

抽出率※
100 %

抽出率算出方法（銅のデータで例示）：含有量を濃度換算（完全に溶解したと過程 ）す
ると 2,200 mg/kg は 220 mg/L となる。抽出量①〜③の 総和（255 mg/L）を 220 mg/L で
除して求める。銅の場合には分析誤差により 100 を超えたが，表には 100 % と記載し
た。
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銅，鉛については抽出率の目標値（80 % 以上）を達成した。銅は存在形態が
難溶解性の酸化物であっても 100 % の抽出が可能であることが判った。また抽出
率は銅＞鉛であり，これは EDTA-金属錯体生成の反応速度差に起因するもの
であると考えられるが，錯安定度定数の差にも一致した。
錯安定度定数（logK 値，20℃） 銅-EDTA：18.8； 鉛-EDTA：18.3
亜鉛は抽出率は低いが，高含有量のため抽出量では三元素中で最も高かっ
た。選択性は三元素中では低く，銅，鉛の抽出を妨害することはなかった。キレ
ート剤を用いた抽出の条件としては目標を満たしていると考えられた。
抽出残渣については有害な溶出性鉛の含有量および Pb 溶出濃度が極めて
低く（残渣中の鉛は難溶解形態の PbSiO3 主体であろうと考えられる），必要に応
じ低添加率でのジチオカーバメート処理で安全な埋立処分も可能である。
従来の飛灰処理の知見では飛灰中に高濃縮された重金属は溶出性が著しく
低下し薬剤との反応率が低下する傾向にあるが，高金属含有量の飛灰において
良好な抽出率が見られたことから，本処方の広範囲な適用性が実証されたと考
えている。また金属含有量に応じてキレート剤使用を制御することになるため，金
属回収量／薬剤量の比率はほぼ一定か，低薬剤量側になると考えている。
（３）まとめ・現在進捗・今後構想
東ソーがこれまでに収集したガス化溶融飛灰の一般的な金属含有量データ
（消石灰無噴霧を想定して換算）から 表１０ のように回収金属金額が算出でき
る。清掃工場側は従来，埋立処分のための重金属安定化に薬剤コスト（6,000〜
20,000 円/T）を掛けていたが，これが不要となることから回収薬剤費とのバランス
によっては一転して収益を得る可能性も生じることになる。回収薬剤（抽出剤）は
重金属安定化剤と異なり繰り返し使用可能であるため処理費用の大幅な減額が
可能である。
表１０ 消石灰無噴霧ガス化溶融飛灰からの回収金属金額（想定計算）
含有量（kg/T）

価格相場

抽出率

8.4

890 円/kg

100 %

7,476 円/T

亜鉛

24.0

300 円/kg

30 %

2,160 円/T

鉛

10.0

370 円/kg

80 %

2,960 円/T

銅

回収金属金額

12,596 円/T
現在想定しているキレート剤抽出方法による資源回収方法のプロセス・フロ
ーを次頁の 図１４ に示す。具体化にはエンジニアリング上の検討が必要では
あるが，水洗や抽出操作に必要な設備としては現状使用されているタイプのも
のを適用することができ，溶出操作に要する時間が短い（30 分間）ことから工業
29

的な実現性は極めて高いものと考えている。
本研究は平成 21 年度も継続実施中であり（東ソー自主研究，補助対象外），
EDTA に替わる新規キレート剤の開発およびスラッジ化に目処が付いた段階で
ある。必要薬剤量推算の簡易システム（銅・鉛定量）も準備している。

水槽
飛灰

スラッジ化

①水洗

上澄み：排水処理後放流

水槽
残渣

②抽出

pH 13.5
L/S 10

スラッジ化

残渣
L/S 10

上澄み：②に循環

水槽

①に循環

残渣

埋立処分

③水洗

キレート剤添加は
金属含有量応分

回収スラッジ→非鉄金属精錬（銅・鉛メイン）
図１４

キレート剤抽出方法による資源回収方法のプロセス・フロー

本プロセスの処理対象の要件は，高効率抽出のためには飛灰中にカルシウ
ムが含有されていないこと（消石灰噴霧されていないこと），また省エネルギーの
観点からはガス化溶融炉（エネルギー源を燃焼させるゴミのみに求める）飛灰で
あることである。燃焼時の酸性排ガス処理方式に関しては，
① 乾式（消石灰噴霧）であっても二段バグフィルタ方式（二段目に
消石灰噴霧）であって，その一次灰
② 湿式中和方式の飛灰
③ 重曹噴霧方式の飛灰
が必須である。今後論文・学会発表などを通じ，本プロセスの紹介と抽出に対し
て効率的な方式を提唱し，将来の清掃工場等の新設案件に対して現行方式変
更が実現されるように説明活動を行う予定である。
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【参考】
要素技術−１「重金属抽出方法の検討」について、本研究開発での開発方法と従来
方法との比較結果を下記に示す。
飛灰からの重金属抽出は，これまでに行われていない事業であるために比較対象が
ない。
現在，飛灰はジチオカーバメート系キレート剤で重金属を封じ込め処理して埋立処分
されている。この現行の処理方法との操業時の比較をすると下記表のようになる。定量
的な試算を行うにはまだデータが足りず，平成 22 年度までの研究開発を要する。

重金属封じ込め

埋立処分

回収金属

主に Cu，Pb 量に応じ
てジチオカーバメート 飛灰量に応じて発 回収金属を発生し
ないため、有価価
系キレート剤が添加さ 生する。
値が発生しない。
れる。

従来方法

開発方法
（要素技術-1）

飛灰が抽出残渣と
して減容化され，現
行方法の約 1/2 に
節減される。

不要。

回収 Cu，Pb スラッ
ジの非鉄精錬引き
取り・有償価値が
発生する。

（参考資料１） 「重金属抽出方法の検討」における性能比較
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３−１−２−１−２ 貴金属回収剤の開発 （要素技術−２）
（目標の達成度については P.９３参照）
（１）背景・目的・概要
レアメタル・貴金属類が産業廃棄物（自動車排ガス浄化触媒，工場の排煙脱
硫・脱硝触媒・半導体集積回路など）や飛灰中に含まれているが，従来はこれを
埋立処分していたため，希少資源枯渇を背景に国内の処分場は都市鉱山と呼
ばれるようになった。発生し続ける産業廃棄物や飛灰から回収することが必要視
され，３−１−２−１−１ 節の 図６（P.２０）に準じた方法で非鉄精錬各社の工場で
資源回収が行われ始めている。実施されているもののうち 図１５ にはハニカム
担持自動車排ガス浄化触媒からの白金族金属の回収プロセスの概要を示した。
廃車解体→ハニカム触媒運搬→ 電気炉 → 酸化炉 → 鋳造炉 → 白金族金属合金
-----------------------------------------------非鉄精錬工場
安定型処分場← スラグ ←
図１５

ハニカム担持自動車触媒からの白金族金属の現行回収プロセス

上記プロセスでは担持量わずか 0.5 % 未満の Pd，Pt，Rh 回収のためにハニカ
ム触媒全体を溶融する電気炉工程で大量のエネルギーが必要である。ハニカム
触媒を酸洗浄し，洗浄液から貴金属をスラッジ回収すればハニカム担体の溶融
にかかるエネルギーをなくし，高濃縮されたスラッジの溶融だけにすることができ
ると考えられ，省エネルギー上の大きなメリットが得られる。
この観点から酸性水溶液から貴金属を抽出する方法の研究が多くの研究機関
で始められている。
貴金属は資源的価値が高いため，前節で述べた非鉄金属回収プロセス（環境
保全が主意）と合わせてこの金属回収事業全体を推進する大きな駆動力になるこ
とが期待される。
ところで，Pd，Pt，Rh は現状では合金として回収されているが，本研究ではこれ
らを選択的に抽出・脱着し金属単体の分離を可能にすることのできる Pd，Rh 抽出
薬剤の開発を目標とし，平成 19 年度に開始した（図１６ にプロセス構想を示す）。
〔Pd，Pt，Rh〕 → Pd 選択抽出 → 〔Pt，Rh〕 → Rh 選択抽出 → 〔Pt〕
↓Pd 脱着
↓Rh 脱着
↓
Pd スラッジ
Rh スラッジ
Pt スラッジ
図１６

選択的抽出・脱着による回収プロセス
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（２）研究開発内容
（ア）Pd 吸着剤の開発
抽出剤開発に当たっては，産業技術総合研究所の 2005 年公開技術から「アミ
ド含有スルフィド」を参照化合物とした。このアミド含有スルフィド構造と各部位の
機能を 図１７ に示した。

R
R

N

N

S

S の酸化防止

R

O

O
図１７

R

Pd 選択性

産業技術総合研究所出願の Pd 抽出剤（ただし有機溶媒を使用）

上記の構造を基本にカルボニル炭素−硫黄間の炭素鎖長の調整，アミド置
換基の変更，環状化合物などを分子設計し，合成・評価を実施した。本研究開
発においては Pd 錯体を有機溶媒抽出するのではなく，酸性水溶液中での抽出
に使用可能な形態として，リガンド（金属に配位結合する分子構造を持つ部位）
を不溶性担体に担持したものを構想した。
図１８ に示すように 9 種類のポリマー，8 種類のリガンドを合成し抽出能を評価
した。ほとんどのものは吸着能と選択性が拮抗し，目標性能の達成には時間を
要した。
当初，ポリスチレン樹脂にリガンドを化学結合させた抽出剤合成に目標を絞っ
ていたが，環状化合物の性能がよいことが判り，これについては樹脂担持以外
にシリカゲル含浸担持も視野に入れて検討することにした。
結果，性能のよいリガンド L-12 を得ることができ（平成 21 年 1 月），引き続い
てシリカゲル含浸担持方法を見出した。
L-12 を含む一連のリガンドの合成方法を 図１９ に示し，表１１ に L-12-シリ
カゲルの性能試験結果を示した。
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ポリスチレン樹脂にリガンドを化学結合させた試作剤
二官能性（ポリマー-1，2，4，7）

：ポリスチレン樹脂
単官能性（ポリマー-3，8）

比較検討：硫黄（S）を含まない構造

環状型チオール構造のリガンド（リガンド-11〜18）
R
N

O

O
S

R
N

n

N
R

H
N
N
H

O

O
S
S

O

O
Ligand-16

n

S
O

O

N
R

H
N

H
N

N
H

N
H

Ligand-11 (n=0, R=H)
Ligand-12 (n=1, R=H)
Ligand-13 (n=2, R=H)
Ligand-14 (n=0, R=Me)
Ligand-15 (n=0, R=Bn)

O

O
S

H
N

H
N

S

N
H

N
H

O

O

Ligand-17

O

O

O
S

H
N

S

N
H

O

Ligand-18

図１８ 各種 Pd 抽出剤の合成
N（窒素：アミノ基，アミド基）結合三方向； S（硫黄：チオール 基）結合二方向
O（酸素：エーテル 基，アミド基）結合二方向；
Et：エチル基； Me：メチル基； Bn：ベンジル基
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NHR
NHR

NaOH

O

+

n

Cl

R
N

Cl

O

R
N

PhCOSH
K2CO3

Cl

n

H2O/Et2O
0 oC, 2 h

N
R

O
SBz

n

H2O/THF
40 oC, 20 h

Cl

O
n=1, R=H: 92%
n=2, R=H: 90%
n=0, R=Me: 31%
n=0, R=Bn: 79%
O
Cl

N
R

SBz
O
n=1, R=H: 96%
n=2, R=H: 90%
n=0, R=Me: quant
n=0, R=Bn: 94%

R
N
n

NaOH

R
N

O
SNa

Cl
O

N
R

N
R

O

O
S

R
N

n

n

H2O/MeOH
rt, 2 h

R
N

N
R

SNa
O

図１９

n

S
O

O

N
R

L-12〜L-15 の合成結果

Et2O:ジエチルエーテル（溶媒）
H：水素
Cl：塩素
PhCOSH：チオ尿素
K2CO3：炭酸カリウム
THF：テトラヒドロフラン（溶媒）
Bz：チオ尿素の PhCO 部分
quant：定量的（収率 100 %）
MeOH：メタノール（溶媒）
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L-12
( n=1,
R=H
L-9 (n=1,
R=H):
76% )
L-13
( n=2,R=H):
R=H97%
)
L-10 (n=2,
L-14
( n=0,R=Me):
R=Me80%
)
L-11 (n=0,
L-15
( n=0,R=Bn):
R=Bn80%
)
L-12 (n=0,

76%
97%
80%
80%

≪抽出能評価≫
①各 5.0 mg の Pd，Rh，Pt を含む 1M 塩酸水溶液 10 mL に抽
出剤 0.1 g を加え，室温で 60 分間攪拌。
②孔径 0.45 µm のメンブレンフィルタを用いてろ過。
③ろ液中の残存 Pd 濃度を ISP-AES で定量。
Pd 回収に関しては 表１１ に示す結果であった。L-12-シリカゲルはリガンド
L-12 をシリカゲル上に 10 % 担持させたものであり，Pd 吸着量は目標値に対し
て 1/4 程度と低かった。Pd 選択率は目標値を大きく上回った。
本研究は平成 21 年度も継続実施（東ソー自主研究，補助対象外 ）し，担持
率を 4 倍に向上させる方法を開発し，Pd 吸着量は目標値（0.5 mmol/g-剤）に到
達した。
表１１ Pd 抽出剤リガンド L-12 担持品〔L-12-シリカゲル〕の性能
結

果

0.13 mmol/g-剤※

Pd 吸着量

目標値
0.5 mmol/g-剤

本研究は平成 21 年度も継続
実施（東ソー自主研究，補助
対象外）し，担持率を 4 倍に
向上させる方法を開発し，Pd
吸着量 は目標（0.5 mmol/g剤）に到達した。

Pd 選択率

99.0 %

＞ 90 %

耐酸性
耐久性

耐久性試験は平成 21 年度に
ずれ込み，東ソー自主研究と
して現在確認中

塩酸溶液中，吸・脱着繰り
返し使用 100 回の耐久性

※

10 % シリカゲル担持。この段階では目標の 1/4 であった。
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（イ）Rh 吸着剤の開発
Rh 吸着ポリマーの合成
産業技術総合研究所の 2005 年公開技術から 図２０ に示す構造の「アミドア
ミン」を参照化合物とした。Pd，Pt，Rh 混合系からの Rh 選択抽出剤は知られて
いない。この化合物には抽出時の選択性はないが吸着金属の脱着時に優先的
に Rh を放出する機能を有している（抽出剤−Rh 相互作用が小さいことを利用し
ている）。これに対して，担持型の類似構造の抽出剤 P-17 を設計した（図２１）。

n-Oct

Me
N
O

Me
N
n-Oct

N
O
n-Hex

Me：メチル基
n-Hx：直鎖ヘキシル基
n-Oct：直鎖オクチル基

産総研抽出剤
図２０

産業技術総合研究所出願の Rh 抽出剤（ただし有機溶媒を使用）
O

O
P-17

N
O

NEt2
NEt2

Et：エチル基

：ポリスチレン樹脂

図２１

アミド含有３級アミン固定化樹脂（東ソー独自設計）
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P-17 のリガンドとポリマー合成について
NH2

HO
O
Cl

図２２a，b に示した。

, NaHCO3

NEt2

H2O/MeOH, 60 oC
74%

DECAA

図２２a

O

NEt2

Ligand-9

図２２b

O

NEt2

N

HO

Ligand-9

O

NEt2
NEt2

Rh 抽出リガンドの合成

O

PCMS, NaH

N

HO

O

2-AE

THF, reflux

O

Polymer-9
P‐17

Rh 抽出ポリマー

NEt2

N
O

NEt2

P-17 の合成（収率 89.4 %）

2-AE：2-アミノエタノール （ 2- はアミノ基の結合位置表す）
NaHCO3：炭酸水素ナトリウム； NaH：水素化ナトリウム； PCMS：塩化ポリスチレン
reflux：還流（温度条件：溶媒が沸騰する温度。THF の場合約 66℃）
Rh 吸着ポリマーの性能評価
P-17 は平成 20 年 11 月に合成した。P-17 を用いて Pd と同じ方法で抽出
能評価を実施した。期待に反し Rh 吸着率はゼロであった。金属吸着量は Rh に
対してはゼロであったが，Pd，Pt に対しては 0. 5 mmol/g-剤であり，それぞれ選
択性は 90 % 以上であった。P-17 では 100 回繰り返し使用の耐久性が確認され
た（図２３）。これらの結果を 表１２ に示した。
表１２ Pd 抽出剤リガンド P-17 の性能
結
Rh 吸着量

果

0 mmol /g-剤
Pd： 0.5 mmol/g-剤
Pt： 0.5 mmol/g-剤

Rh 選択率

0%
（ Pd：97.0 %， Pt：99.6 % ）

耐酸性
耐久性

目標値

100 回耐久性あり（図２３）
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0.5 mmol/g-剤

＞ 90 %
塩酸溶液中，吸・脱着繰り
返し使用 100 回の耐久性

吸着率，脱着率 （%）

100
80
60

吸着率

40

脱着率

20
0
0

20

40
60
吸・脱着繰り返し回数

80

100

図２３ P-17 の吸・脱着繰り返し耐久性試験結果
（カラムに 0.5 g の P-17 を充填して Pt 溶液を吸・脱着させた）
P-17 の Pd，Pt の選択的吸着能は十分にあり，耐久性があることから，Rh を
全く吸着しないという性質を逆に利用すれば，当初目標とは異なるが，下記の
図２４ のように L-12-シリカゲル と直列使用することで，本来の目的の Pd，Rh，
Pt 三元素の単体金属分離が可能である（この方法は Pt，Rh 混合液に対して Pt
選択抽出のパートを 担う）。
〔Pd，Pt，Rh〕 → L-12-シリカゲル → 〔Pt，Rh〕 → P-17 →
↓Pd 脱着
↓Pt 脱着
Pd スラッジ
Pｔスラッジ
図２４

〔Rh〕
↓
Rｈスラッジ

開発剤を用いた選択的抽出・脱着による回収プロセス
（図１６ とは Rh，Pt を入れ替え）

夾雑金属イオン（ハニカム廃触媒中に含有されると考えられる不純物イオン）
として Au，Cu，Fe，Ni，Zn を用いた混合液の試験では，表１３ に示す結果を得
た。抽出剤が夾雑イオンを取り込む問題はないことを確認した。
表１３

夾雑金属イオンの影響確認
抽出選択性

Pt

Au

Rh

Cu，Fe，Ni，Zn

91.1 %

5.9 %

0%

＜ 3%
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（３）まとめ・現在進捗・今後構想
Pd 抽出剤〔リガンド L-12 をシリカゲル上に 40 % 担持させた L-12-シリカゲル〕
に関しては，目標性能を満たす選択抽出剤を開発することができ，耐久性試験
中（現在 30 回）であるが，担持成分の変質は認められず，Pd 脱着率も毎回ほぼ
100 % であり，経過は良好である。
その他，平成 21 年度（東ソー自主研究）には工業化 に向け，
・担体の最適化／最適粒度の把握／担持方法の最適化
・夾雑金属イオンの影響確認
・入手市販品との性能比較
についての研究を進めている。夾雑金属イオンとして Au，Cu，Fe，Ni，Zn を用
いた混合液の試験では 表１４ に示す結果を得た。抽出剤が夾雑イオンを取り
込む問題はないことを確認した。市販品との性能比較結果を 表１５ に示した。
大きなコスト競争力があることを確認した。
表１４

夾雑金属イオンの影響確認
抽出選択性

表１５

Pd

Au

Rh，Pt，Cu，Fe，Ni，Zn

93.7 %

6.3 %

0%

市販品との性能比較
吸着量

Pd，Rh，Pt 選択率

コスト

L-12-シリカゲル

50 mg-Pd/g-剤

99 %

市販品
SiliaBond Thiol

40 mg-Pd/g-剤

89 %

開発品は，市販品価格
の 1/5 以下で提供可能
（試算結果）
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開発した L-12-シリカゲル，P-17 を用いた三元素単体金属分離技術を用
い 図２５ に示した事業の展開を構想し，推進中である。このプロセスは 図１５
に示した現行プロセスと異なり，①ハニカム触媒全体を溶融せずに酸溶解する，
②Pd，Pt，Rh スラッジは水酸化物であるため焼成・還元工程が容易であると考
えられ，省エネルギーに寄与するものと考えている。
廃車解体
→ハニカム触媒運搬
→ 〔Pd スラッジ〕 → 個別に精錬
→ 酸溶解 → 吸着分離 → 脱着処理 → → 〔Pt スラッジ〕 → 個別に精錬
※L-12→P-17 直列
→ 〔Rh スラッジ〕 → 個別に精錬
-------------〔酸溶解残渣〕→安定型処分場
非鉄精錬工場
図２５

ハニカム担持自動車触媒からの白金族単体金属の想定回収プロセス
（現行プロセスを p.３２の 図１５ に掲載）

【参考】

参考資料２ 溶融飛灰中レアメタル及びその他元素の含有量
（出典：廃棄物学会研究発表講演論文集，２００，１８（２００７））
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参考資料３ 溶融飛灰中の元素含有量
（出典：J. Mater. Cycles. Waste Manag.（2009） 11：65-72.）
・要素技術−２「貴金属回収剤の開発」においては、自動車用排ガス触媒からＰｔ，Ｐ
ｄ、Ｒｈの回収剤及びこれを用いた高効率な回収法の開発を実施し、目標を達成し
た。
・溶融飛灰中の貴金属濃度については、文献によるとＰｄで２〜２０ｇ／ｔ（「廃棄物学
会研究発表会講演論文集，２００，１８（２００７）」、「J. Mater. Cycles. Waste Manag.
（2009） 11：65-72.」等）と言われており、Ｐｄの市場価格は約１，０００円／ｇであるこ
とから１万円／飛灰ｔ程度が達成できれば事業性がある。
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【参考】
要素技術−２「貴金属抽出剤の開発」について，本研究開発での開発剤と従来剤
（入手できたのは Pd 用のみ）との比較結果を最新データで下に示す。

薬剤

Pd-吸着量
（mmol/g-薬剤）

Pd-選択性
（%）

推定価格
（円/kg-薬剤）

従来剤

0.1〜0.5

89.0〜95.0

50〜150 万円

開発剤

0.5

99.0

30 万円未満

（参考資料４） 「貴金属回収剤の開発」における性能比較
従来剤と比較したところ、選択性では本プロジェクトの開発剤が上回り，価格も優位に
ある。
そのため、本研究開発成果の事業化と推進が十分に可能ではないかと考えている。
開発剤は固定化剤のため、吸着塔に充填して用い，これに酸性金属溶液を流通させ
目的金属を吸着させる方式での回収を想定している。
この充填のために固定化（ビーズ状を想定）が必要で，また吸着工程で薬剤成分（リガ
ンド）が担体から外れて流れ去ってしまわないこと（耐久性）が工業化のポイントであり，
現在確認中である。
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３−１−２−１−３ クロム処理剤の開発 （要素技術−３）
（目標の達成度については P.９４参照）
（１）背景・目的・概要
本薬剤に関しては平成 15〜18 年度に行った「硫化鉄スラリー剤の開発」と，平
成 20 年度に着手した「鉄―有機酸溶液系薬剤の開発」の二点について述べる。
ともに Fe（Ⅱ）還元能と鉄凝集沈殿作用を利用した還元・不溶化剤である。
（２）研究開発内容
〔１〕硫化鉄スラリー剤の開発
（ア）全体概要
平成 15 年度に硫化鉄を成分とする六価クロム処理剤開発に着手し，高活性な
マキナワイト構造の粉体硫化鉄製方法を見出した。平成 16 年度にはハンドリング
性，コストなど顧客ニーズに即した高耐久性スラリー剤の研究を始め，平成 17 年
度にはベンチ生産技術を確立，ユーザー実機試験・マーケティングを推進した。
本薬剤を平成 18 年度に上市，環境展への出展など行い，現在拡販中である。
（イ）硫化鉄粉末剤の開発
硫化鉄の結晶構造（図２６）と活性の相関を調べ，硫化鉄鉱石から得られるもの
あるいは乾式方法（Fe と S の直接反応）で得られるものはいずれも安定なピロータ
イト構造であるが，湿式方法（Fe2+イオンと S2-イオンの反応）で得られるマキナワイ
ト構造の方が単位重量当たりの重金属処理性能が高いことを見出した（表１６）。

Fe2+イオン

S2-イオン
ピロータイト構造
（Fe と S2-の交互積層構造）
2+

マキナワイト構造
（Fe 、S2-、S2-、Fe2+ の状態
で積み重なった層状構造）
図２６ 硫化鉄の結晶モデル
2+

表１６

アルカリ飛灰に対する重金属処理能
Pb 溶出濃度（mg/L）
Cr（Ⅵ）溶出濃度（mg/L）
処理前
処理後
処理前
処理後
マキナワイト構造
113
＜0.05
0.13
0.04
ピロータイト構造
113
67
0.13
0.11
飛灰に薬剤 10，加湿水 30 wt% 添加混練 → 環告13号試験溶出液 ICP-AES 分析。
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マキナワイト構造の硫化鉄では処理時に発現する S2-イオンの効果が高いことが考
えられ，これは Cr（Ⅵ）の還元能に寄与することが期待された。引き続き，この安定性
の向上検討を実施した。
合成スラリーの pH を 7 以上とし，アルカリ土類金属を取り込ませた場合に耐久性
（耐酸化性）が向上することを見出した。取り込まれたアルカリ土類金属は，モル比一
定の場合，イオン半径が大きいほど安定化効果が高い（Ba＞Sr＞Ca＞Mg）ことが判
ったが，工業化の観点から Ca を選択した。マキナワイト型硫化鉄の S−S 層間にアル
カリ土類金属水酸化物が存在することにより，硫化鉄の分解メカニズムが変わり，酸化
劣化速度が大きく低下するためと推定される（図２７ は Ca 含有量が高いほど酸化加
速試験後に酸化されて生成する S 原子が少ないことを示す）。
また安定化粉末を有機酸（コハク酸を採用）でコーティングすることで酸化劣化速
度を低下させることができ，工業化の目処をつけた。

S2-が酸化されると S0 となり，ピーク観測さ
れる（このピークが生じないものが安定）。
図２７ 加速試験後の Ca 取り込み硫化鉄の XRD 比較
（ウ）硫化鉄スラリーの開発／分散安定化
顧客ニーズに即した工業薬剤として上記粉末薬剤の高耐久性スラリー 化の研究を
行い，従来にないアルカリ性薬剤の開発を目指した（低腐食性・キレート剤との併用
可能）。イで述べた粉末剤製法前段過程のスラリーを適用した。硫化鉄成分は難溶
性であるため，微粒子懸濁液は次第に凝集し高粘性を示す（ゲル状になる）ことが解
決課題であった。このゲル化のメカニズム解明と対策についての検討を行った。
硫化鉄スラリー 中の固体粒子は，FE-TEM 分析の結果（図２８a，b），最小単位の
糸状粒子が集合して形成された球状の凝集体（約 100 nm 径）であることが判った。コ
ロイド分散系でないことから，これらの固体粒子の凝集を阻害させる対策を検討した。
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図１５a 硫化鉄系スラリー中の硫化鉄凝集粒子の FE-TEM 像（10 万倍）
図２８a

FeS の糸状粒子が凝集したものであ
ることが判明。コロイド分散系でない
ことが判り，経時的に凝集する可能性
があることが判った。

図２８b
図１５b 硫化鉄系スラリー中の硫化鉄凝集粒子の FE-TEM 像（20 万倍）
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FeS 濃度 10，15 wt% スラリーについて，下記の各種分散剤の添加効果を調べた。
陰イオン系高分子分散剤

ポリカルボン酸塩系，ポリリン酸塩系，
ポリスルホン酸塩系

ノニオン系高分子分散剤

ポリエチレングリコール，
ポリビニルアルコール

市販分散剤

チラバゾール W-01，W-02

いずれも効果が十分とは言えず分散剤の検討を断念した。引き続き撹拌保存方
法の検討を行った。
（エ）硫化鉄スラリーの開発／撹拌保存方法の検討
FeS 濃度 15 wt% スラリーについて，保存時の撹拌の効果を検証した。
表１７ 硫化鉄スラリーの撹拌保存方法の検討（動粘度測定値：mPa・s）
初期粘度

3 ヶ月保存後

3 時間振とう後

撹拌あり

8.5

53

9.8

撹拌なし（静置）

↑

15,000

116

静置保存品は 3 ヶ月に高粘性を示し流動性を失ったが，撹拌保存したものは粘性
上昇は小さかった。また粘性が上昇したスラリーはロータップシェーカで振とうを掛け
ることで低粘性になることが判り，断続的にも撹拌保存を行うことで凝集を効果的に抑
制できることに目処をつけた。
飛灰処理の現場（清掃工場）では排ガス中和剤煙道噴霧用あるいは排水処理用
に消石灰スラリーの常時撹拌保存を行っている施設が多く，本剤に関しても薬剤タン
クに撹拌機を据え付ける手段を採用することとした。
（オ）ラボ合成硫化鉄スラリーの能力試験
FeS 濃度 13.5 wt% スラリーの六価クロム処理能を各種汚染飛灰に対して調べ，い
ずれも Cr(Ⅵ)の溶出濃度は目標の 1.5 mg/L 未満を満足させた。
表１８ 各種飛灰に対する重金属処理能 （Cr(Ⅵ)の溶出基準値＝1.5 mg/L）
薬剤添加率
（wt% 対飛灰）

Cr（Ⅵ）溶出濃度（mg/L）
処理前

処理後

飛灰 A （pH 12.2）

12

1.2

0.02

飛灰 B （pH 12.3）

20

3.2

0.47

飛灰 C （pH 10.9）

10

飛灰 D （pH 10.6）

6

1.8

0.30

飛灰 E （pH 12.6）

3

2.1

0.10

12

0.10

飛灰に加湿水 30 wt%，所定量薬剤添加混練 → 環告13号試験溶出液 ICP-AES 分析。
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（カ）ベンチ生産技術の確立
ベンチ設備を用いた製造プロセス検討を行った。

硫化鉄系スラリー剤合成プロセス
原 料 ：Ｆ ｅ２＋ 水 溶 液 、 Ｓ
連 続 添 加 合 成

濾 過 、洗 浄

リパ ル プ、
湿 式 解 砕

硫 化 鉄 スラリー
剤

２−

水 溶 液

合 成 ｐ Ｈ 9 . 5 ± 0 .5 で 、 Ｆ ｅ 2 + と Ｓ 2 - を 連 続 的 に 反 応
→ マ キ ナ ワ イト構 造 硫 化 鉄 の ベ ー ス ス ラリー

合 成
・原
合
濾 過
・硫
硫 化
→

スラリー 濃 度
料 塩 の 溶 解 度 が 許 す か ぎり高 濃 度 で
成
、洗 浄 の ポ イント
化 鉄 の 解 膠 が 始 まるまで洗 浄
鉄 １ｋｇ当 た りの 排 水 発 生 量
約 １３ｋｇ

ス ラ リー 有 姿 １ｋｇ作 る た
・１ ０ ％ ス ラ リ ー …
・１ ５ ％ ス ラ リ ー …
・２ ０ ％ ス ラ リ ー …

め の
約 １
約 ２
約 ２

発 生 排 水 量
．３ｋｇ
．０ｋｇ
．６ｋｇ

図２９ ベンチ設備を用いた製造プロセス検討
解膠：凝集した固体が再び溶液中に分散すること。

反応槽 ： ジャケット付き 200L SUS316L
反応圧力 … 常圧
温度範囲 … 室温 〜 100℃
温調方法 … 中圧スチーム・冷却水による温調 （電磁弁 ON OFF 制御）
攪拌モーター Max 300 rpm
高トルク（単位体積当たりの攪拌所要動力 2.0 kW/m3 まで可能）
各種攪拌羽根の取り付けが可能
原料投入口
2 ヶ所 定量送液ポンプによる原料注入口
送液ポンプ 5L/h〜500L/h の可変型×2 台
1 ヶ所 純水用注入口
１ヶ所 固形分投入口
抜き出し口
底部(ボール弁による全量抜き出し口)
オーバーフロー口 2 ヶ所 中間部および底部

図３０ ベンチ設備仕様 （1 バッチで最大 200 kg 製造可能）

48

図３１ ベンチ設備原料タンクおよび送液ポンプユニット

図３２ ベンチ設備反応器ユニット
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ベンチ設備を用いた製造プロセス検討にて確立した工程と製品物性を示す。
表１９

ベンチ生産技術確立後の硫化鉄スラリー剤の物性

製造工程

スラリー物性
低温安定性

長期安定性

合成工程
濾過工程
洗浄工程
解砕工程
初期粘度
スラリー濃度
凝固点
低温でのゲル化
粘度変化
沈降の有無
ゲル化

連続合成
有り
無し（脱塩しない）
粗解砕（微粉砕しない）
510 mPa･s
10 wt% に調整
−12 ℃前後
無し
ほとんど無し
有り（撹拌で復帰）
無し

製品仕様
組成： FeS（13.5±0.5）・NaCl（7.5±0.5）・NaOH（0.7±0.3） ※数値は wt%
pH：
10〜12
粘度： 30〜100 mPa・s
比重： 1.1〜1.3
外観： 黒色粘稠スラリー
ベンチ試作した硫化鉄スラリー剤を用いて，実使用上の状態を把握した（表２０）。
表２０

ベンチ生産技術品の実使用上の状態把握

5 m 揚程移送試験

可 能

東ソー物流保有車載渦巻きポンプで十
分な移送速度（50 L/min）で送液可能

無撹拌移送試験

不可能

3 ヶ月保存品の全量移送は不可能

エアー撹拌移送試験
（コンプレッサー使用）

可 能

1 L/min のエアー撹拌により，移送が十
分可能であることを確認した

（キ）ベンチ試作硫化鉄スラリーの能力試験
FeS 濃度 13.5 wt% スラリーの六価クロム処理能力を各種汚染飛灰に対して調べ，
いずれも Cr(Ⅵ)の溶出濃度は目標の 1.5 mg/L 未満を満足させた。
表２１

各種飛灰に対する重金属処理能 （Cr(Ⅵ)の溶出基準値＝1.5 mg/L）
薬剤添加率
（wt% 対飛灰）

Cr（Ⅵ）溶出濃度（mg/L）
処理前

処理後

飛灰 F （pH 10.0）

2

1.4

0.14

飛灰 G （pH 11.6）

6

4.3

0.10

飛灰 H （pH 12.4）

1.5

1.8

0.10

飛灰に加湿水 30 wt%，所定量薬剤添加混練 → 環告13号試験溶出液 ICP-AES 分析。
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（ク）硫化鉄スラリー剤の上市
製品上市に向け，実用上・安全上の下記の項目を確認した。
① 急性毒性 ················ 成分は既知化合物であるが製品としての急性毒性を実施。
→ LD50＞2,500 mg/kg※１ で問題なし。
② キレート剤併用 ······ 東ソーの重金属処理剤 TS-300 との併用試験を行った。
→ 併用飛灰処理で重金属カチオン（Pb 等）処理可能。
→ 有害ガス（CS2）発生量問題なし（10 ppm 未満）。
ベンチ設備の相似スケールで 2,000 T/Y のプラントを建設した。平成 18 年度 6 月
に実機生産を開始し，ベンチ生産品と同等の物性・性能の製品が得られた。図３３
にプラントの製造フローシートを示す。ベンチ設備ではスラリー濃度調整の上澄み液
除去ではデカンテーション※２ を行っていたが，プラントでは保有機器のシックナー※３
を用いることができたため，生産効率化のためにシックナーを適用した。
※１

急性毒性（LD50）：半数致死量＝50％ Lethal Dose の略。物質を動物（ラ
ットなど）に与えた場合，その半数が死に至る投与量。数値が小さいほど危
険性（毒性など）が高い。＞2,500 mg/kg では問題ないﾚﾍﾞﾙであると考え
られる。
※２
デカンテーション：固形物を液体と分離するために液体を放置して固形物
を沈殿させたのち容器を静かに傾けて上澄みだけを流し去る操作。
※３
シックナー：懸濁液中の固体を効果的に沈殿させる槽型の装置。
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図３３ 重金属処理剤 TF-10S プラントの製造フローシート

2.09

Flow Rate（kg/min）

Room T

1003.2

Volume/batch（ｋｇ）

Temp（℃）

３２ｗｔ％

Concentration

←

1.16

556.8

２５ｗｔ％

②

ＮａＳＨ

①

ＦｅＣｌ２

←

262.1

４８ｗｔ％

ＮａＯＨ

③

48％NaOH原料タンク

48％NaOH

25％NaSH原料タンク

25％NaSH

32％FeCl２原料タンク

32％FeCl２

Material

管理項目：
FeS 含有濃度 （FeS 純度）
NaCl 含有濃度
スラリーpH
比重
Ｐ

Ｍ

④

←

348.6

Ｈ２Ｏ

Ｐ

←

2081.7

ｐH計

50

4.52

2169.6

反応ｽﾗﾘｰ

⑥

冷水

SM

⑤ 1.27ｋｇ/min

② 1.16ｋｇ/min

２０．６ｗｔ％

NaOH

⑤
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④
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Ｐ

Ｐ
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←
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濃縮ｽﾗﾘｰ

回収タンク １ｍ３

M

排ガス

⑫

←

5.56

2668.8

廃液

⑨

Ｐ

シックナー

⑨ 5.56ｋｇ/min

⑥ 4.52ｋｇ/min

Ｈ２Ｏ

排ガス

製品

⑪

Ｍ

⑩

←

1.5

←

1628.7

２０．６ｗｔ％ １３．５ｗｔ％

NaOH

⑩

チェックフィルター

⑨

⑧ 3.39ｋｇ/min

⑦ 4.52ｋｇ/min

20.6% ＮａＯＨ

Ｐ

⑪

⑫

Room T

800

Ｈ２Ｏ

⑬

ｐＨ計

←

800

洗浄水

⑬

⑭

スクラバー

⑭
排水

←

3468.8

排水

計量／製品

Ｐ

商品名を重金属処理剤 TF-10S とし，平成 18 年度 5 月には東京の環境展に出展
するなど，拡販活動を本格化させた（図３４ は新聞発表記事／図３５ は製品カタロ
グ）。これまでの本製品の供給実績として，北海道，秋田，福井，茨城，広島，山口の
6 施設（現場実機試験あるいは実処理）がある。

図３４ 重金属処理剤 TF-10S の化学工業日報での発表
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図３５ 重金属処理剤 TF-10S のカタログ
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〔２〕鉄−有機酸溶液系薬剤の開発
（ア）全体概要
硫化鉄の機能を備えた均一溶液系の薬剤開発を平成 20 年度に実施した。鉄
（Ⅱ）イオン溶液は大気開放下で直ちに酸化され鉄（Ⅲ）水酸化物となり六価クロ
ム処理能を失うが，これを錯形成で安定化させる系を探索し，製品開発した。
（イ）錯形成有機化合物のスクリーニング
15 種の有機化合物（図３６）を用い，鉄（Ⅱ）イオンと水溶液安定化のスクリー
ニングを行った。結果，図３６ の上段４化合物が安定な水溶液を与え，下段は
一日以内で沈殿を生じた。
≪抽出能評価≫
硫酸鉄 7 水和物＝20 g に対して鉄の 1/2 モル相当の化合物を添加し，
水を加え全量＝200 mL とした（1 N-NaOH で ｐH 4.5 に調整）。
（ウ）六価クロム含有飛灰の処理性能
前述の候補 4 化合物のうち工業化の可能性の高い鉄−乳酸系に関しての検
討を進め，六価クロム含有飛灰を用いて処理能を検証した。当社製品の硫化鉄
スラリー 剤，市販の塩化第一鉄，ポリ鉄との性能比較を行った。全鉄含有量が低
いにも関わらず，六価クロム処理能が確認された（Cr（Ⅵ）溶出基準 1.5 mg/L）。
表２２ 各種鉄溶液・スラリーの物性 （ポリ鉄の物性は不明）
比重
全鉄含有量
鉄−乳酸（モル比 2.0）溶液
硫化鉄スラリー剤（TF-10S）

1.08

2.5 %

1.27

塩化第一鉄溶液

8.6 %

1.36

14.6 %

ｐH
4.5
10
1.3

表２３ 六価クロム含有飛灰の処理能比較
剤添加率
（wt%）
ブランク

―

加湿水
（wt%）
10

溶出液ｐH
10.7

全クロム溶出
濃度（mg/L）
1.9

5.0

10

10.6

0.8

7.0

10

10.6

0.6

TF-10S
（硫化鉄スラリー 剤）

5.0

10

10.6

0.01

7.0

10

10.6

0.01

塩化第一鉄

7.0

10

9.9

0.9

ポリ鉄

7.0

10

10.0

1.1

鉄−乳酸系

※供試飛灰＝施設ＮＩ 2008.10.21 採取飛灰（全クロム含有量＝880 mg/kg）。
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鉄−乳酸系溶液の六価クロム処理能力は，市販の塩化第一鉄，ポリ鉄に遜色
ない結果であったことに加え，弱酸性 pH である（塩化第一鉄は pH ＜ 2）ため，材
質腐食性が抑制できる。
HO

OH OH O

O

HO

HO

O

OH

HO
OH
C6H8O6
Mol. Wt.: 176.12

OH OH
C6H12O7
Mol. Wt.: 196.16

グルコン酸

アスコルビン酸
O

HOOC OH
HOOC
COOH

OH
OH
C3H6O3
Mol. Wt.: 90.08

C6H8O7
Mol. Wt.: 192.12

クエン酸

乳酸

OH
O

OH
HO

O

HO
HO

OH
OH
C6H12O6
Mol. Wt.: 180.16

OH
HO O
OH

O

OH
O
OH
OH
OH

OH
OH

OH

C6H12O6
Mol. Wt.: 180.16

OH
C12H22O11
Mol. Wt.: 342.30

フルクトース

D-グルコース
O

ラクトース

O
OH

HO

OH

OH

HO

O

O

O

C4H6O4
Mol. Wt.: 118.09

コハク酸

C6H8O2
Mol. Wt.: 112.13

C4H4O4
Mol. Wt.: 116.07

フマル酸

ソルビン酸

O
OH
OH
O
C8H6O4
Mol. Wt.: 166.13

O
OH
OH

C4H4O4
Mol. Wt.: 116.07

マレイン酸

OH
OH

HO

OH O
C4H6O6
Mol. Wt.: 150.09

酒石酸

フタル酸

O

O

H2N H
HO

OH
O

C5H9NO4
Mol. Wt.: 147.13

グルタミン酸

O
O
HO
OH
P
P
HO
O
OH
H4O7P2
Mol. Wt.: 177.98

ピロリン酸

図３６ 錯形成有機化合物のスクリーニング
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O

（エ）Cr（Ⅵ）水溶液を用いた六価クロム処理能力の検証
硫化鉄スラリー剤の処理機構は鉄イオンの還元能と鉄共沈の性質を利用した
ものであると考えられるが，錯体鉄イオンが，Cr（Ⅵ）イオンに作用するかどうかを
定量確認する目的で Cr（Ⅵ）水溶液を用いたモデル実験系での検証を行った。
表２４ の三種の有機化合物（リガンド化合物）を用い，鉄イオンとの錯体溶液
200 mL を調製し，NaOH で pH 調整を行った。六価クロム 5 ppm 濃度の水溶液
100 mL に各種鉄溶液 4 mL（Fe/Cr モル比＝4.5）を添加し，生じた沈殿をろ別し，
ろ液を ICP-AES で分析した（表２５）。結果，鉄−乳酸溶液系，鉄−アスコルビン
酸溶液系が優れた六価クロム処理能を持つことが判った。
表２４ 三種類の錯体溶液の調製
硫酸第一鉄・
7 水和物

リガンド化合物

Fe-リガンドモル比
／ｐH

乳酸

3.22 g

36 mmol

20.0 g

72 mmol

2.0／4.5

アスコルビン酸

3.84

22

20.0

72

3.3／5.5

72

20.0

72

1.0／4.8

グルコン酸 Na

15.7

表２５ 六価クロム処理能
リガンド化合物

Cr（VI）濃度変化 初期→処理後／ppm

ｐH

乳酸

5.0 → < 0.01

9.1

アスコルビン酸

5.0 → < 0.01

8.9

グルコン酸

5.0 →

7.3

4.1

（オ）実用化検討〔長期保存安定性試験／ガス発生試験〕
鉄−乳酸溶液の長期保存試験を実施した。系の pH が経時的に低下する現
象が見られ，原因を考察中であるが，密栓下で三ヶ月以上，大気開放下でも一
ヶ月程度の安定性（沈殿発生がない）を確認した。またアスコルビン酸 Na を少量
添加すると安定性が向上するということを見出し，添加効果の検証を開始した。
有害ガス（CS2）発生試験を行い目標（10 ppm 未満）を達成した。
本研究開発は平成 21 年度も継続実施中（東ソー自主研究，補助対象外）で
あり，アスコルビン酸 Na 添加率の最適化等を行い，大気開放下では工業薬剤と
して十分な保存安定性である二ヶ月間に及ぶことを確認している。

（３）まとめ・今後予定
重金属処理剤 TF-10S はマーケティングおよび技術サービス対応中である。
鉄−乳酸溶液系薬剤は事業化準備中であり，平成 21 年度内の上市を予定して
いる。
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【参考】
要素技術−３「クロム処理剤の開発」について、本研究開発での開発剤と従来剤との
比較結果を下記に示す。

現行のクロム処理剤は強酸性（pH は 1 未満）で，混練機（飛灰と薬剤を練り混ぜる
機械）の装置腐食が激しく，また鉛の処理に用いるジチオカーバメート系キレート
剤と
併用した場合にキレート 剤を分解し有害ガスを発生させる（※１） という問題点があっ
た。
本プロジェクトで開発した開発剤-1：硫化鉄スラリーの重金属処理剤 TF-10S （東ソ
ー上市製品）及び開発剤-2：鉄-有機酸溶液剤（平成 21 年度上市予定品）はいずれも
pH 4 以上の薬剤であり，混練機の装置腐食やキレート剤分解の問題点がない。

装置腐食性

キレート剤 分解

ｐH

Cr（Ⅵ）処理性
能
Cr（VI）溶出濃
度（※２）
（ppm）

腐食速度
（※３）
（mm/Y）

ガス発生試験
（※４）
（ppm）

塩化鉄＋リン
酸

＜ 1

1.3

3.5

100 超

開発剤-1 重金属処理剤
TF-10S

10〜12

0.1

0.2

0.6

-有機酸溶
開発剤-2 鉄
液

4〜5

0.4

0.6

薬剤

従来剤

参考資料５

1.3

「クロム処理剤の開発」における性能比較

（※１）ジチオカーバメートは強酸と接触すると分解して二硫化炭素を発生する。
（※２）Cr（Ⅵ）溶出濃度＝4.5 ppm の飛灰を薬剤 5 % 添加処理した後の溶出試験液
中の Cr（Ⅵ）濃度を示した。基準値は 1.5 ppm。開発剤の性能は従来剤同等
以上であり、中でも TF-10S は高性能である。
（※３）一般的な炭素鋼（SS400）のテストピースを用いた腐食試験における減肉速度を
示した。
（※４）飛灰 10 ｇ にキレート剤 3 %，クロム処理剤 5 % を添加し，1 リットルのガス捕集
バッグ（テドラーバッグ）内で混合し， 65℃で 30 分間保存した後で二硫化炭
素ガス検知管で測定したガス濃度の値である。従来剤では検知管の指示が
振り切れた。
（※５）飛灰に対する処理薬剤の添加率は通常１０％以内であり飛灰ｐＨなどには影響
しない。
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【参考】
参考資料６

「環境保全の現状と本研究開発により得られた成果」整理表
〜新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発〜

要素技術︲１
︹重金属抽出方法の検討︺
要素技術︲２
︹貴金属回収剤の開発︺
要素技術︲３
︹クロム処理剤の開発︺

環境保全の現状

技術的な課題

本研究開発により得ら
れた成果

管理型埋立処分場の残
余年数は 15 年程度と言
われている。この延命策
として，従来主流のストー
カ炉燃焼の埋立処分方
式に替わり，灰溶融やガ
ス化溶融方式が採用さ
れつつあるが，一般廃棄
物処理を行う自治体では
重金属処理が困難にな
るという問題（右欄）を抱
えている。

灰 溶融 やガス化溶 融の
高温プロセスで蒸発量が
増え，重金属が溶融飛
灰に濃縮・高濃度化され
ることで処理が困難にな
っている。
鉛は，従来のストーカ炉
飛灰で 2,000 ppm であ
ったものが灰溶融では
20,000 ppm に増加する
例などがある（施設によっ
て異なる）。

従来のジチオカーバメ
ート薬 剤安 定化 処理
に替わる方法として，
飛灰からの重金属抽
出方法を確立し，銅・
鉛 を 含 有 量 の 80 %
以上回収・除外でき，
埋立処分減容化を可
能にするプロセスを開
発し，溶融飛灰に対
応できるようになった。

希少金属 Pd は，廃棄物
中には溶融飛灰（含有量
20 ppm ： 2 ト ン / 年 相
当），自動車用排ガス触
媒（同 700 ppm），携帯
電話基板（同 400 ppm）
等に含まれているが現状
では低リサイクル率であ
り，レアメタル確保の視点
からも高効率回収技術が
社会的に求められてい
る。

低貴金属濃度の水溶液
でも抽出能力がある薬剤
が必要であった。従来の
溶媒抽出剤には限界が
あった（濃度 10 ppm 以
下では抽出不可能）。ク
ラウンエーテル系吸着剤
は低濃度に対応できるが
高 価 であり，これら の 技
術的課題のためにリサイ
クル率が向上していない
と考えられた。

Pd 及び Pt 抽出剤を開
発し Pd，Pt，Rh 混合
溶 液から の 三成 分 の
分離回収技術を確立
した。本プロジェクトの
開発剤は低濃度（0.5
ppm）水溶液でも抽出
可能で，低コスト（従
来剤の 1/5 以下）の合
成法を見出し，回収
事業への寄与と事 業
推進が期待される。

一般廃棄物処理の自治
体では，ゴミ焼却の高温
化で Cr（Ⅵ）量の高い飛
灰が生じ基準値をクリア
できず埋立処分できない
という問題を抱えている。
さらに Pb を含有する飛灰
は Pb 基準値も同時にクリ
アしなければならない。

Cr（Ⅵ）を効率的に不溶
化処理できる薬剤の開
発が必要であった。また
Pb 処理用のキレート剤と
クロム処理剤の併用 が必
要である場合，従来クロ
ム処理剤では強酸 性 の
ためキレート剤を分解す
る問題があった。

重 金 属 処 理 剤
TF-10S を開発し， Cr
（ Ⅵ ） 溶 出 基 準 1.5
mg/L のクリアが可能
に な っ た 。 こ の
TF-10S はキレート剤
を分解しないため，キ
レート剤との併用処理
（Pb 同時処理）が可能
である。
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３−１−２−２ 汚染土壌浄化剤の開発
３−１−２−２−１ 重金属フェライト化浄化技術の開発 （要素技術−１）
（目標の達成度については P.９５参照）
（１）背景・目的・概要
１-１節（事業の目的）で述べたように，汚染土壌の焼却処分を回避できる方
法を確立することが，環境保全分野での省エネルギー上の大きな課題である。
重金属汚染土壌の処方にはキレート化固化方法などの有害物質の封じ込め
方法があるが，土地再利用のためには有害物を除去する浄化方法が好ましい。
浄化方法には汚染土壌を掘削除去（客土で埋め戻し，掘削土は焼却廃棄処分）
する方法の他にフラッシング（洗浄）方法，電気泳動方法などの各種原位置方法
がある。平成 15 年 2 月の土壌汚染対策法の施行以降，この原位置浄化方法が
注目され始めた。
本研究開発では，原位置浄化方法のうち，より低エネルギーで実施できる重
金属フェライト化浄化技術の検討を平成 15〜18 年度に行った。
フェライト電磁回収方法による重金属汚染土壌の浄化フローを次頁の 図３７
に示した。図３７ のアルカリ添加工程までのフェライト化方法は，これまで排水
処理の分野で有害重金属の不溶化・凝集沈殿除去方法として知られている方
法であるが，系統的な条件検討結果をまとめた文献等は存在しない。またこの技
術を応用して重金属フェライト化合物に磁性を与え電磁回収除去する方法の施
工例は知られていない（実験室規模の実施例のみ）。各工程の内容を次頁の
表２６ に示した。酸化工程最適化と常温近くの加温で実施できるかどうかが技
術上のポイントであった。
土壌汚染調査結果（平成 15 年度，環境省公表データ）によると土壌環境基
準超過事例として鉛，カドミウムによるものが挙げられ，情報（東ソー調査）による
と土壌環境基準は設定されていないが銅汚染土壌の浄化案件の要求もあり，
本研究開発では銅（Cu），鉛（Pb），カドミウム（Cd）の三元素を対象にした。
※破線の範囲は排水処理で公知。
※磁化と磁選回収を交互に繰り返す。
抽出工程
酸化工程
溶解剤
アルカリ
鉄 塩
酸化剤
汚染土壌

加温工程

磁化（着磁）
磁選回収
重金属フェライト
浄化土壌

図３７ フェライト電磁回収方法による重金属汚染土壌の浄化フロー
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表２６ フェライト電磁回収方法による重金属汚染土壌浄化の工程／技術ポイント
抽出工程

土壌中の重金属を溶解しイオン化する工程。土壌中の Si，Al，Ca，Mg 等の酸化
物・水酸化物に取り込まれた重金属を抽出する工程。

鉄塩添加工程

抽出された重金属イオンに共沈反応を起こさせるための鉄塩を添加する工程。
鉄塩量，抽出されたアニオンが共沈効果に影響すると考えられる。

アルカリ工程

重金属イオンと鉄塩の共沈反応を起こさせるために必要なアルカリ源を添加し，
共沈効果の高い不溶化 pH に調整する工程。

酸化工程

重金属イオンを取り込んだ不溶化鉄共沈物に酸化剤を加えて主成分の鉄水酸
化物の高次酸化，脱水を加速し，フェライト化を促進する工程。
最適なフェライト化合物を生成させるには系の酸化還元雰囲気制御が必要で，
酸化側すぎるとフェライト化合物の再溶解が，また還元側に偏りすぎると溶解度
の大きな鉄塩が残存し共沈作用が低下し支障をきたす可能性があると考察し
た。

加温工程

酸化工程で生成したフェライト化合物の不溶化，フェライト化合物の磁性発現の
スピネル構造または逆スピネル構造を安定的に持続させるために必要な工程。
実土壌処理を考えると常温程度で，かつ短時間に重金属含有量と溶出濃度を
規制値以下にできるプロセスが必要である。

磁選回収工程

各種磁選機器で土壌から重金属フェライト化合物を回収する工程。
機器はフェライト化合物に磁性を与える着磁部分と磁性回収する部分とで構成さ
れている。

フェライト化および磁性回収条件の設計のために，重金属の鉄塩による共沈反
応式及び酸化反応式を調べた（表２７）。
表２７ 各種重金属の鉄塩による共沈の反応式及び酸化反応式
対象
重金属

反応

反応式

鉄共沈反応

Cd(NO3)2＋2FeSO4＋6NaOH→CdFe2(OH)6＋2NaNO3＋2Na2SO4

Cd
酸化反応

H2O2

CdFe2(OH)6−4H2O＋H2O2→CdFe2O4〔スピネル型〕

O2

CdFe2(OH)6−3H2O＋1/2O2→CdFe2O4〔スピネル型〕

鉄共沈反応
Cu
酸化反応

Cu(NO3)2＋2FeSO4＋6NaOH→CuFe2(OH)6＋2NaNO3＋2Na2SO4
H2O2

CuFe2(OH)6−4H2O＋H2O2→CuFe2O4〔スピネル型〕

O2

CuFe2(OH)6−3H2O＋1/2O2→CuFe2O4〔スピネル型〕
Pb(NO3)2＋12FeSO4＋26NaOH
→PbFe2(OH)6・10Fe（OH）2＋2NaNO3＋12Na2SO4

鉄共沈反応

Pb

H2O2

PbFe2(OH)6・10Fe(OH）2−19H2O＋6H2O2
→PbFe12O19〔マグネプランバイト型〕

O2

PbFe2(OH)6・10Fe(OH）2−13H2O＋3O2
→PbFe12O19〔マグネプランバイト型〕

酸化反応

61

（２）研究開発内容
本要素技術の検討においては，まず水溶液系での基礎的条件検討を行い
（研究開発内容のア・イ・ウに記した），引き続き模擬汚染土壌を用いた試験を
行った（エ・オ・キに記した）。さらに具体的な施工案件として検討要望を受けた
油混入汚染土壌中の Cd 浄化案件に対応した検討（カに記した）を行った。
（ア）抽出工程・鉄塩添加工程・アルカリ工程の検討
模擬汚染土壌の作製
粘土質土壌を十分に風乾したもの 30 g に，重金属濃度 1,000 mg/L の水溶液
300 mL を加え，6 時間室温で振とうし，室温静置下で 7 日間養生させた。このス
ラリーを 0.45 µm のメンブレンフィルタでろ過し，再び 7 日間風乾した。作製したも
のを密閉容器で保存した。分析の結果，各模擬汚染土壌の重金属含有濃度は
Cu：2,240，Pb：6,010，Cd：2,610 mg/kg であり，Pb，Cd の含有量規制値（いずれ
も 150 mg/kg）の 17〜40 倍の高濃度の汚染土壌試料を作製した。
抽出工程
平成 15 年度までに東ソー自主研究で土壌中の金属抽出方法の検討を行った
（本補助金対象外）。上記の模擬汚染土壌を用い，各種抽出剤〔無機酸，有機
酸，錯体形成化合物（EDTA，ピロリン酸ナトリウム），pH 調整剤，無機塩類など〕
のスクリーニングを行った結果，pH＜ 2 で Cu，Pb，Cd はいずれも 98〜99 % 抽出
できることが判り，このことから鉄塩添加工程で用いる硫酸第一鉄の添加によっ
て形成される局部 pH が抽出にも適用できることを確認した。
鉄塩添加工程・アルカリ工程
硫酸第一鉄添加，引き続きアルカリ添加を行う二つの工程は，合わせて重金
属の不溶化工程（重金属フェライト前駆体を生成させる工程）である。ここではア
ルカリを一定 pH 調整量に統一して，硫酸第一鉄添加量につき Cu，Pb，Cd の
重金属水溶液を用いて調べた。
実験条件：
重金属水溶液濃度： 1,000 mg/L
硫酸第一鉄添加量（Fe/重金属モル比）： 1.5〜28
アルカリ： 1N NaOH 水溶液で pH 12 に調整
反応の 5 分間後，100 時間後にスラリーを 0.1 µm テフロンフィル
タでろ過し，ろ液中の重金属濃度を ICP-AES で測定した。
Pb，Cd の排水基準値 0.1 mg/L 以下になる条件を探索した。
結果，次頁の 表２８ に示す知見を得た。
Cu，Cd は 表２７ の量論比の鉄塩量で不溶化（ろ液濃度 0.1 mg/L 以下を達
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成）できたが，Pb の不溶化には多量の鉄塩を要する（量論比 12 の倍以上）ことが
判った。
またこの工程の検討では，次工程で用いる酸化剤の過酸化水素添加の不溶
化特性に対する影響を調べたが，過酸化水素添加量（対重金属モル比）：0〜
40 の範囲で無影響であることを確認した。
表２８ 硫酸第一鉄添加量の検討結果（ろ液濃度 0.1 mg/L 以下を達成する条件）
硫酸第一鉄添加量の必要量

養生時間の影響

過酸化水素の影響

Cu

Cu の 2 倍モル以上

長時間でさらに溶解度低下

影響なし

Pb

Pb の 28 倍モル以上必要

長時間でさらに溶解度低下

影響なし

Cd

Cd の 2 倍モル以上

影響なし

影響なし
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（イ）酸化工程・加温工程の検討
不溶化物を重金属フェライト化合物として電磁回収できる固体にする条件の
検討を，前節と同じ Cu，Pb，Cd の重金属水溶液を用いて調べた。各種条件検
討で得たスラリーをろ別し脱水スラッジを得 図３８b に記載した測定試料ガラス
管に充填して磁性測定器（図３８a）で磁性強度を測定し評価した。各種実験デ
ータから不溶化物の電磁回収が可能かどうかの判定指標（電磁回収実験を行う
前に磁性強度を予備判定するための指標）を求め 表２９ にまとめた。

図３８a

磁性強度評価用の磁性測定器（フラックスメータ： FT8701）

励磁コイル

継 鉄

H コイル：
磁場の大きさ測定

測定試料
ガラス管

サーチコイル：磁束密度測定

測定試料： フェライトの脱水スラッジ（約 1〜2 g）を OD 9 mmφ，L 30 mm
容積 1.1 mL のガラス管に充填し両端を密封。
磁性強度： 測定器に残留磁化/磁束密度値がデジタル表示される。この値
を含有 Fe 質量で除したものを磁性強度として評価することがで
きる。
図３８b

磁性測定器センサの構造
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表２９ 磁性強度の指標（電磁回収実験の予備判断のため）
磁性強度（Kmax/g-Fe）の指標

予備判定

0.0〜0.9

電磁回収不可能（回収率 5 % 以下）

0.9〜1.4

（境界域）

1.4 超

電磁回収可能（回収率 95 % 以上）

酸化剤の効果の検討
本方法のポテンシャルは，極めて酸化されやすい第一鉄塩〔Fe（Ⅱ）〕の性質
を利用することにあり，重金属フェライトは溶存酸素あるいは添加剤の持つ酸化
能によって磁性を持つスピネル構造などの固体になることも考えられる。そこで
酸化剤の効果を明らかにするために，過酸化水素を用いてその効果を調べた。
実験条件：
重金属水溶液濃度： 1,000 mg/L
硫酸第一鉄添加量
Fe/ Cu，Cd モル比： 10
Fe/Pb モル比：
33
アルカリ： 1N NaOH 水溶液で pH 12 に調整
17.5 % 過酸化水素添加量
H2O2/重金属モル比： 0〜41
温度・時間： 60℃で 2 時間撹拌。常温・密閉で 1 ヶ月保存。
表３０ 過酸化水素の添加効果の検討結果
Cu

H2O2/Cu モル比によらず磁性強度変化なし。ただし磁性強度≒1.0 Kmax.と低い。

Pb

H2O2/Pb モル比：0〜10 に極大値あり。直後は低磁性，一ヵ月後に強磁性を発現。

Cd

H2O2/Cd モル比：0〜5 に極大値あり。調製直後から強磁性を発現。

1ヵ月後

1ヵ月後

3.0

直後

磁性強度 Kmax.

磁性強度 Kmax.

3.0

2.0

1.0

直後
2.0

1.0

0.0

0.0
0

図３９a

10
20
30
40
過酸化水素／重金属（mol 比）

50

Pb：過酸化水素の添加効果

0

図３９b
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10
20
30
40
過酸化水素／重金属（mol 比）

50

Cd：過酸化水素の添加効果

Cu については磁性強度の高いフェライトを得ることが困難である感触を得た。
Pb については反応直後のろ過物は低磁性であったが，一ヶ月間（土壌浄化で
は十分に許容される期間）で磁性が向上し電磁回収可能なレベルに変化した。
Cd については反応直後に強磁性固体が得られた。
Pb，Cd は過酸化水素酸化における最適添加率があることが判り，酸化還元雰
囲気に最適値があることが推測された。
温度影響の検討
実験条件：
重金属水溶液濃度： 1,000 mg/L
硫酸第一鉄添加量
Fe/ Cu，Cd モル比： 10
Fe/Pb モル比：
33
アルカリ： 1N NaOH 水溶液で pH 12 に調整
17.5 % 過酸化水素添加量
H2O2/重金属モル比： 4
温度・時間： 25，40，60℃で 2 時間撹拌。常温・密閉で 1 ヶ月保存。

直後

磁性強度 Kmax.

磁性強度 Kmax.

1ヵ月後

3.0

2.0

1.0

0.0

直後
2.0

1.0

0.0
0

20

40
60
反応温度 ℃

Cu フェライトの磁性
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1ヵ月後

3.0
磁性強度 Kmax.

1ヵ月後

3.0

直後
2.0

1.0

0.0
0

20

40
60
反応温度 ℃

Pb フェライトの磁性

80

0

20

40
60
反応温度 ℃

Cd フェライトの磁性

図４０ 反応温度の影響
いずれの重金属も 25℃では強磁性の固体は得られなかった。Cu については
低磁性ながらも 40℃，60℃の差はなく，高温の加温は必要ないと判断した。Pb，
Cd については高温で反応させるほど磁性が強くなったが 40℃で電磁回収にか
けられる可能性があることが判った。以降，40℃での検討を行うこととした。
（ウ）Cu フェライト化物の磁性強度向上検討
Cu フェライト化物の磁性が低かったことから，Cu に関して再検討を行った。鉄
塩添加量の磁性に及ぼす影響を調べた。また検討に用いる銅塩のカウンタ陰イ
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オンの種類を変えて磁性の変化を調べた。
Cu フェライト化時の鉄塩増量／陰 イオンの種類の検討
実験条件：
Cu 水溶液濃度： 1,000 mg/L
Cu 原料： 塩化物，硫酸塩，硝酸塩
鉄塩（硫酸第一鉄，塩化第一鉄）添加量
Fe/ Cu モル比：
31.7
アルカリ： 1N NaOH 水溶液で pH 12 に調整
17.5 % 過酸化水素添加量
H2O2/重金属モル比： 4
温度・時間： 40℃で 2 時間撹拌。直後に磁性測定。

3.0
磁性強度 Kmax.

塩化第一鉄

硫酸第一鉄

2.0

1.0

0.0
塩化銅

硫酸銅

硝酸銅

鉄のみ

図４１ 影響共存イオンの影響
Cu 原料として硝酸塩を用いた場合に，鉄塩（塩化鉄よりも硫酸鉄がよいことを
再確認した）増量によって，磁性強度が向上することを確認した。理由を硝酸塩
イオンの酸化能が寄与しているためと推測した。このことを確認するために Cu 原
料として塩化物を用い，これに硝酸カリウムを添加して効果を確認した（次節）。
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Cu フェライト化時の硝酸カリウム添加の効果検討
実験条件：
Cu 水溶液濃度： 1,000 mg/L （Cu 原料： 塩化物）
硫酸第一鉄添加量（Fe/ Cu モル比）： 31.7
硝酸カリウム添加量（Fe/ Cu モル比）： 0〜8
アルカリ： 1N NaOH 水溶液で pH 12 に調整
17.5 % 過酸化水素添加量
H2O2/重金属モル比： 4
温度・時間： 40℃で 2 時間撹拌。直後に磁性測定。

1ヵ月後

磁性強度 Kmax.

3.0

直後
2.0

1.0

0.0
0

2

4
6
8
KNO3／Cu （mol 比）

10

図４２ 硝酸イオンの影響
Cu が塩化物であっても，硝酸イオンを添加することで磁性強度を 1.4 以上に
向上させることが可能であることを見出した。添加量には最適値があり，これは過
酸化水素添加量と同様の現象であった。硝酸塩イオンの酸化能の寄与と，系中
の酸化還元雰囲気に最適値があることが推測された。
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（エ）模擬汚染土壌を用いたフェライト化処理条件検討
アで説明した模擬 Cu，Pb，Cd 高濃度汚染土壌による試験を行った。既述の
溶液での検討結果を基に条件設定を行ったが，土壌では必ずしも同じ現象が
起こらなかったため，得られたスラッジの磁性強度を指標として条件検討を行っ
た。基本的な操作については下に記した。結果を 表３１a，b，c に示した。
鉄塩添加工程：
汚染土壌 30 g に浄化溶液として FeSO4＋KNO3 溶液を加え，10 % スラリーとし
40℃で１時間保持した。
フェライト化工程：
上記スラリーに NaOH を加えて pH 12 に調整し１時間保ち（水酸化物を生成させ），
H2O2 溶液を添加し，pH 12 に保ちながら 40℃で 2 時間放置した。
Cu については，溶液系で検討した鉄塩量，硝酸カリウム添加量が効果を発揮
し，調製直後のスラッジが Kmax．2.0 を超える強い磁性を示した。これは酸化剤
（過酸化水素）添加の有無に関わらなかった。
Pb については予め大過剰の鉄塩を用いて条件検討を行い，硝酸カリウム添
加量を増やすなどしたが効果なかった。しかし過酸化水素を用いない系でフェラ
イト化処理物に磁性を付与する条件を見出すことができた。ただし磁性強度は低
かった。溶液系と異なり，土壌系では酸化剤が過多に働く傾向を把握した。
Cd についても硝酸カリウムを添加することで磁性が向上する効果が確認され
たが，調製直後のスラッジの磁性は低かった。しかし 1 ヵ月後の磁性は過酸化水
素添加の系（Cd-03）では Kmax．1.4 を超えた。酸化剤（過酸化水素）無添加で
はスラッジに十分な磁性を与えることはできないことが判った。
それぞれの磁性強度は処理土壌サンプルについての測定値を理論量 Fe 量
基準で換算したものでありフェライト化合物の直接測定ではないため何らかの誤
差を含む可能性があった。表中の★印を付けた Run について，永久磁石（ネオ
ジ磁石）を用いて着磁・回収実験を行った（結果を次節に述べた）。
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表３１a

Cu 模擬汚染土壌を用いたフェライト化処理条件検討

Cu-01
Cu-02
Cu-03
Cu-04
Cu-05★
Cu-06
Cu-07★

表３１b

KNO3/Cu
（モル比）

H2O2/Cu
（モル比）

15.7
15.7
31.3
31.3
31.3
31.3
31.3

0
0
0.5
1.0
1.9
0
1.9

0
4.9
4.3
4.3
0
0
3.8

磁性強度 Kmax.
直後
1 ヵ月後
磁性なし
磁性なし
磁性なし
1.5
2.5
2.4
2.0
0.7
1.8
2.1
2.1

Pb 模擬汚染土壌を用いたフェライト化処理条件検討

Pb-01
Pb-02
Pb-03
Pb-04
Pb-05
Pb-06
Pb-07★

表３１c

Fe/Cu
（モル比）

Fe/Pb
（モル比）

KNO3/Pb
（モル比）

H2O2/Pb
（モル比）

52.7
52.7
105.1
105.1
105.1
105.1
105.1

0
0
6.4
32
214
214
20

0
4.5
0
3.5
3.5
0
0

磁性強度 Kmax.
直後
1 ヵ月後
磁性なし
磁性なし
磁性なし
磁性なし
磁性なし
0.5
0.9
1.3
1.3

Cd 模擬汚染土壌を用いたフェライト化処理条件検討

Cd-01
Cd-02
Cd-03★
Cd-04

Fe/Cd
（モル比）

KNO3/Cd
（モル比）

H2O2/Cd
（モル比）

27.3
27.3
54.5
54.5

0
0
3.3
3.3

0
1.7
1.3
0

磁性強度 Kmax.
直後
1 ヵ月後
磁性なし
0.3
0.3
1.3
1.8
1.0
1.2

※上表いずれも，磁性強度は実測値を Fe： 1 g（理論量）当りに換算したものである。
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（オ）処理土壌からの重金属フェライトの電磁回収実験
表３１a〜c の★印を付けた Run の処理土壌の処理直後の試料について行っ
た永久磁石（ネオジ磁石）による着磁・回収実験の結果を 表３２a〜 c にまとめ
た。電磁回収後の残渣に関しては，重金属溶出濃度を平成 15 年環境省告示第
18 号試験によって，また重金属含有濃度を平成 15 年環境省告示第 19 号試験
によって調べ，浄化の達成度を評価した。
表３２a

Cu 処理土壌からのフェライトの電磁回収実験

Run 番号

磁性強度 Kmax.

回収率※１

告示 18 号試験

告示 19 号試験

Cu-05★

2.4

93.5 %

0.1 mg/L

3.6 mg/kg

Cu-07★

2.1

93.5 %

0.3 mg/L

4.8 mg/kg

告示試験基準値 →
目標値 →
※１

表３２b

設定なし
3 mg/L

150 mg/kg

回収率は電磁回収された固体の乾固物重量を理論回収量で除した値。

Pb 処理土壌からのフェライトの電磁回収実験

Run 番号

磁性強度 Kmax.

回収率※２

告示 18 号試験

告示 19 号試験

Pb-07★

1.3

100.0 %

0.01 mg/L

0.95 mg/kg

0.01 mg/L

150 mg/kg

告示試験基準値 →
※２

表３２c

回収率は電磁回収された固体の乾固物重量を理論回収量で除した値。
この実験（Pb-07）では実験誤差のため回収率 100.6 % のデータが得られ
たが，ここでは 100 % と表記した。

Cd 処理土壌からのフェライトの電磁回収実験

Run 番号

磁性強度 Kmax.

回収率※３

告示 18 号試験

告示 19 号試験

Cd-03★

1.3

92.2 %

0.01 mg/L

0.90 mg/kg

0.01 mg/L

150 mg/kg

告示試験基準値 →
※３

回収率は電磁回収された固体の乾固物重量を理論回収量で除した値。

結果，いずれの重金属についてもフェライト化・電磁回収によって重金属は模
擬汚染土壌から除去できており，重金属溶出濃度・含有量ともに環境省告示の
基準値を満足していた。条件としては，いずれも 40℃という低い温度で，養生は
要らず，さらに Cu，Pb については酸化剤添加が不要であることが判った。
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（カ）油含有模擬汚染土壌を用いたフェライト化処理試験
具体的な施工案件として検討要望のあった物件に対応し，「油混入汚染土
壌」の場合について調べた。前記 Cd 模擬汚染土にマシン油（コスモパック 64）を
1 および 10 wt% 添加したものを作製し 表３１c の Cd 処理と同じ条件で試験し
た（マシン油 0 % は 表３１c Run 番号：Cd-03 の再現実験に相当する）。
試験の結果，マシン油 10 wt% 添加の土壌処理でも磁石回収率 78 %，磁性強
度 1.4 以上であり，油の有無によらずフェライト化・電磁回収による浄化処理は可
能であることを確認した。フェライト化スラリーろ液中の Cd 濃度も 0.01 mg/L で問
題なく，回収率は 75 % を超えた。
表３３a
油濃度
0%
1%
10 %

油含有 Cd 模擬汚染土壌を用いたフェライト化処理条件検討
磁性強度 Kmax.
Fe/Cd
KNO3/Cd
H2O2/Cd
（モル比）
（モル比）
（モル比）
直後
1 ヵ月後
54.5
3.3
1.3
1.6
54.5
3.3
1.3
2.3
実施せず
54.5
3.3
1.3
1.6

表３３b

油含有 Cd 処理土壌からのフェライトの電磁回収実験
磁性強度 Kmax.

回収率※

告示 18 号試験

告示 19 号試験

0%

1.6

93.8 %

0.01 mg/L

0.85 mg/kg

1%

2.3

90.8 %

0.01 mg/L

1.8 mg/kg

10 %

1.6

78.5 %

0.01 mg/L

2.7 mg/kg

0.01 mg/L

150 mg/kg

油濃度

告示試験基準値 →
※

回収率は電磁回収された固体の乾固物重量を理論回収量で除した値。
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（キ）薬剤コスト試算
表３１a〜c の最適結果（★印）の条件から処理に要する薬剤コストを算出する
と 表３４ のようになった。重金属フェライト化浄化方法は薬剤コスト上でも封じ
込め方法より事業化メリットが大きく，かつ含有量規制に対応可能である。
表３４ 重金属フェライト化浄化方法の薬剤コスト
重金属： Run 番号

処理に要する薬剤コスト
（円/T-汚染土壌）

特

徴

Cu-05

35,000

過酸化水素無添加

Cu-07

38,000

過酸化水素添加

Pb

Pb-07

44,000

過酸化水素無添加
硝酸カリウムが多量に必要

Cd

Cd-03

38,000

過酸化水素添加

Cu

封じ込め方法
（キレート剤）

同等汚染度の固化の場合につき
東ソー製品単価を用いて試算。
※封じ込め方法は浄化方法ではな
いため含有量規制には本質的に
対応できない。

50,000
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（３）まとめ・現在進捗・今後構想
開発した重金属フェライト化浄化方法のフローを次頁の 表３５ に示した。
表３５ 重金属汚染土壌の電磁回収浄化フロー
処理工程
薬剤／【装置】
処理条件
汚染土の
浄化槽投入

−
硫酸第一鉄投入
モル比 Fe/Cu： 31
Fe/Pb： 105
Fe/Cd： 55

抽 出

硝酸カリウム投入
モル比 Fe/Cu： 2
Fe/Pb： 20
Fe/Cd： 3

中 和

1N-NaOH 添加
Cu，Pb

酸化
Cd

電磁回収

残渣埋め戻し

汚染土壌 1 T を約 20 m3 の浄化槽に投入

固液比： 水/土壌＝10/1（＝10 m3/1 T）
抽出液： 上記水に硫酸第一鉄，硝酸カリウムの
粉末を溶解させる
反 応： 40℃に加温，1 時間撹拌

pH 調整： pH 12 調整（約 6 m3 添加）
反 応： 40℃に加温，1 時間撹拌
40℃で 6 時間撹拌

−

工業品（38 %）を水で 2 倍希釈して添加
40℃で 6 時間撹拌

過酸化水素水投入
モル比（対 Cd）：1.3
①【着磁用ワーク】
②【電磁回収器】

−

※①・②が一体化した機器あり。
※常時【磁性測定器】でのチェックが好ましい。
※残渣スラリーをフィルタプレスにかけ脱水して
埋め戻す。
※必要に応じ，地耐力向上のためｾﾒﾝﾄ等を添
加混練する。

検討を行った全ての重金属において，上記フローによるフェライト電磁回収
方法による浄化が可能であることを見出し，いずれも環境省告示の重金属溶出
濃度，含有量規制の基準を満たすことができた。
条件検討の結果，金属によっては（Cu，Pb）過酸化水素などの酸化剤が不要，
Pb には硝酸カリウム添加が特に効果的であることを見出した。また全金属で，
・低い温度（40℃）で実施可能であること
・処理後ただちに電磁回収が可能であること
※条件検討段階では 1 ヶ月間の養生が必要と思われたが，直後でも電
磁回収可能であることが試験により判明した。
・薬剤コストが封じ込め方法よりも安価であること
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が判り，今後有効な原位置処理方法となりうることを確認した。
なお施工時には，回転ディスク型の着磁・電磁回収装置（図４３）により自動・
連続的な回収が可能である。
スラリー中の重金属フェライトを磁力で
ディスクに吸い付け，掻き落とす（連続）

出典： 特許文献 特開昭 52-77456。

出典： 雑誌 用水と廃水，pp.3，Vol.28，No.2 （1986）．
図４３ 回転ディスク型電磁回収装置
本研究は平成 18 年度で完了した。目下，汚染土壌浄化工事の請負業者，施
工業者等にプロセス提案の作業中であり，発生した案件には即座に予備試験に
応じる体制を整えている。本プロセスでは汚染土壌の原位置に約 20 m3 の浄化
槽と電磁回収装置の設置が必要であり，大型案件であるほど事業メリットが大き
い。事業化のためにはこの点を含め，マーケティング活動では浄化工事請負業
者，施工業者等との連携および技術アピールをさらに進めること，市場動向を常
に注視すること，そして環境展等への出展や学会発表等も必要であると考えて
いる。
また本研究開発では極めて高濃度汚染の模擬土壌を用いた検討を行ったが，
実際には案件ごとに実汚染土壌についてプロセス検討を行うため，薬剤コストな
どはさらに低減可能であると考えている。
75

【参考】
要素技術−１「重金属フェライト化浄化技術の開発」について、本研究開発で開発し
たフェライト化浄化技術と、従来方法である掘削除去（焼却），電気泳動，封じ込め方
法で処理する場合との比較を半定量的に行い下表に示した。掘削除去に関しては処
理土壌量からまず先に必要なエネルギーを求め，原油換算→電力量換算を行った。
一方，電気泳動に関しては電力量データが与えられており，これから他の数量を求め
た。工法のランニングコストのみを処理コストとして示した（運搬費，機器設置費などは
考慮しなかった）。この比較によって掘削除去（焼却），電気泳動はエネルギー多消費
型であることが判る。
前提条件※1： 処理土壌量＝2,500 m3 ≒ 4,000 T（比重＝1.6 とした）
汚染元素＝カドミウム，含有量＝250 mg/kg
必要なエ
ネルギー
※2
（ｋJ）

原油換
算
（kL）

電力量
（kWh）

処理コス
ト
（百万
円）

掘削除去（焼
却）

167 億

（430）

（160 万）

27

電気泳動 ※4

（83 億）

（210）

80 万※5

12

封じ込め方法

−

−

−

20

飛灰のキレート剤処理
（Cd 処理）が必要※3
処 理 後 Cd ＝ 11
mg/kg
処 理 後 Cd ＝ 250
mg/kg

フェライト化浄
化

−

−

600※6

15

処理後 Cd＜1 mg/kg

処理後の状況

（参考資料７） 「重金属フェライト化浄化技術の開発」における性能比較
※1 オランダで実施された電気泳動の実施工データを基に比較するため，汚染
物質をカドミウムとした。
※2 土壌焼却に必要な熱量原単位を 418 万 kJ/T と仮定した。
※3 高カドミウム含有量（6,250 mg/kg）飛灰が約 160 T 排出されキレート剤処理
（2 百万円）が必要である。
※4 この前提条件の土壌の浄化には 2.5 年間を費やしている。
※5 提示されているデータは 200 kWh/T。これに 4,000 T を乗じて求めた。
※6 回転ディスク型回収機等の合計消費電力 5 kW とし浄化に 5 日間かけた場
合。電力量は無視できる。

76

３−１−２−２−２ 微細鉄粉スラリー剤の開発 （要素技術−２）
（目標の達成度については P.９５参照）
（１）背景・目的
河川・港の浚渫工事に際して発見されたダイオキシンに汚染された底質が，
全国に 250 ヶ所，汚染土壌量は累計数万トンに及ぶという情報が得られた（平
成 18 年時，東ソー調査情報）。特に問題になっている汚染度は 5,000〜6,000
pg-TEQ/m3 で，このような汚染土壌は，「水底の底質の汚染に係る環境基準：
150 pg-TEQ/m3 」以下に処理しなくてはならない。現状では浚渫土を脱水し焼
却処分する処方しかないが，運搬時の近隣住民の承認が必要になるなど現実
的には施工は極めて困難であり，原位置で行える浄化方法が待望されている。
しかし現在のところ実績のある原位置処方としては，汚染地区に小型プラントを
建設して行う溶融方法などしかないと考えられ，常温化学分解によってダイオキ
シンを原位置浄化できる薬剤は存在しない。
この現状に鑑み，本研究開発では環境保全・省エネルギーの観点から底質
中のダイオキシンを常温化学分解する鉄粉系薬剤の開発を目標とした。
東ソー製品（MX とする：金属 Ni を含有した機械加工鉄粉である）の湿式粉砕
品〔平均粒径約 100 µm の MX を数 µm にまで微細化したもの〕には特定の難分
解性ハロゲン化有機物を分解する能力があり，この保有技術を適用して平成 19
年〜20 年度に研究開発を実施した。
（２）研究開発内容
ダイオキシンは取扱上の制約があるため，開発剤性能の最終確認には試験
研究用 PCB 〔比較的に毒性の高い 3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニルなどのダ
イオキシン異性体成分（コプラナーPCB）を含む〕 を用いた分解試験を適用した。
微細鉄粉スラリー剤によるハロゲン化物の分解機構は還元的脱ハロゲン化反
応である。基質の母体芳香環に電子吸引性の官能基や元素が結合している分
子はそうでないものより分解しやすい傾向であると推測され，フラン環，ジオキシ
ン環（電子吸引性）を有するポリクロロジベンゾフラン型，ポリクロロジベンゾジオ
キシン型ダイオキシンのモデル化合物として PCB を選択することは妥当であると
考えた。また開発途上の性能試験には，芳香族塩化物であるクロロベンゼンを
汚染物質と見立て適用した。
当初，微細化するほど分解活性が向上すると考え，詳細検討を行った（ア）。
しかし否定的な実験結果が得られたため新たな作業仮説を構築し検証を行い，
高活性なスラリー基剤を開発した（イ）。スラリー基剤は微細化前の原体で低活性
であるため，この分解性能を確認する試験には取り扱い容易な揮発性有機化合
物のうち比較的に難分解性の cis-ジクロロエチレン（cis-DCE と略す）※を用い
※

cis は二重結合化合物の幾何異性（シス，トランス）のひとつの構造を示す。

※

ダイオキシン対策では従来コプラナ PCB を同様に扱っているなど一定の相関はある。本事業により開
発したダイオキシン類分解用スラリー剤は脱塩素処理剤であり電気化学還元力を向上させ分解能力を
高めている。ベンゼン環に結合した Cl（C-Cl は結合力が強く難分解化合物となる）を分解脱離させるも
ので、この点においてダイオキシンも PCB も塩素系芳香族炭化水素（主としてクロルベンゼン）も同様。
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た。引き続きこの基剤を湿式粉砕したスラリーの性能をクロロベンゼン分解試験
で調べ（ウ），最終的には PCB を用い，底質と見立てた水溶液での 1 バッチ分解
活性を行い性能を確認した（オ）。
（ア）微細鉄粉スラリー 剤の調製方法と活性相関
微細化するほど分解活性が向上する（難分解性基質を分解できる，あるいは，
分解時間を短縮できる）と作業仮説を立て，微細鉄粉スラリー中のサブミクロン
粒子比率を増大させる調製方法を系統的に探りながら，モデル化合物クロロベ
ンゼン分解能との相関を調べた。
調製方法（湿式粉砕条件）の因子には，粉砕メディア径・仕込みスラリー濃
度・粉砕時間・粉砕 pH などがある。これらの粒径分布への影響，クロロベンゼン
分解能との相関を調べた結果を 表３６ にまとめた。
図４４ に微細鉄粉スラリー剤調製に用 いた湿式粉砕機を示した。
≪粉砕条件の範囲≫
粉砕メディア＝0.5〜1.7 mmφジルコニア・ビーズ（4 種類）
仕込みスラリー濃度＝10〜20 wt%-MX （3 水準）
粉砕 pH＝8〜12（3 水準）
粉砕時間＝1〜8 時間（4〜5 水準）； 温度＝循環水冷で常温を維持
湿式粉砕＝ ｐH 10 にて 7 時間粉砕（実スラリー濃度＝5.7 wt％）
NiSO4･6H2O を試験時に添加

図４４ 微細鉄粉スラリー剤調製用の湿式粉砕機
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表３６

調製方法因子（MX の湿式粉砕条件）の影響

調製方法因子

スラリー中の
鉄粉回収率

仕込スラリー濃度

粉砕メディア径
が小さくなると
低下した。
仕込みスラリー
濃度を上げると
向上した。

③粉砕時間

影響なし。

④粉砕 pH

影響なし。

①
粉砕メディア径
②

粒径分布

クロロベンゼン分解能

粉砕メディア径が小さくなるとサブ
ミクロン粒子比率は増大し粒径分
布はブロードになった（図３８a）。

粉 砕 メデ ィ ア径 が 小 さい
ほど高かった。

仕込みスラリー濃度は粒径分布に
無影響であった。

仕込みスラリー濃度を上
げると低下した。

粉砕時間に応じてサブミクロン粒
子比率は増大した。
粉砕 pH 上昇に応じてサブミクロン
粒子比率は増大した（図３８b）。

粉砕時間と分解能の相関
は確認されなかった。
粉砕 pH と分解能の相関
は確認されなかった。
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図４５b

粉砕 pH とスラリー粒径分布

調製方法因子のうち唯一，粉砕メディア径（①）を小さくするとサブミクロン粒子
比率を増大でき（図４５a の粉砕メディア径 0.5 mm〔緑線プロット〕，1.0 mm〔赤線
プロット〕の場合など）クロロベンゼン分解活性が向上したが，サブミクロン粒子比
率を増大させる他の二因子（③：粉砕時間； ④：粉砕時 pH）では分解活性は向
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上させられなかった。特に粉砕時 pH を 12 とした条件では 図４５b の赤矢印で
示す分布〔緑線プロット〕のように 1 µm 付近の比率を大幅に増大できたがクロロベ
ンゼン分解活性を向上させられなかった。このことから「微細化させるほど分解活
性が向上する」という当初の作業仮説は否定され，単なる MX の湿式粉砕では高
活性薬剤は調製できないことが判明した。引き続き，スラリー化前の「基剤」の改
良検討を実施した（次節に述べる）。
（イ）微細鉄粉スラリー基剤の改良検討
微細鉄粉スラリー剤の基剤となる MX の還元的 VOC 脱塩素化能は，Fe-Ni 系
という電極電位差の大きな異種金属の貼り合わせ素材で生ずる化学電池（ガル
バニック電池）の形成にあると考えてきたが，この還元能（水素発生能力）に加え，
カソード金属の Ni の貴金属水素添加触媒能が関与しているのではないかという
新たな作業仮説を立てた。
カソード金属の比表面積は大きいことが必要であると考えられ，鉄粉表面に機
械的だけではなく，化学的にカソード金属を析出させる考えで，製造コストを考
慮しつつ化学メッキなどの方法を探索した。
鉄粉および MX に水溶性銅塩（硫酸銅）を添加して，cis-DCE 分解試験を行っ
たところ，鉄粉では添加効果が見られなかったが MX では銅添加率に応じて分
解活性は著しく向上することが判った（図４６，赤矢印のデータ）。
鉄粉の場合には活性向上は見られず，MX 薬剤表面での複合的な効果が発
現したものと考えている。

cis-DCE 濃度（mg/L）

10

Cu 1.0 % / 鉄粉
MA剤
MX

1

MX
Cu 0.5 % / MA剤
MX
Cu 1.0 % / MA剤

0.1
0.01
0.001
0

5

10
経過日数

15

20

図４６ 水溶性銅塩の添加効果
次に，銅よりも水素添加触媒能の高い金属であるニッケルの水溶性塩（硫酸
ニッケル）の添加効果を調べた（図４７）。仕込み濃度 5 ppm の cis-DCE を 10 日
間以内に 0.01 ppm※未満にまで分解する活性が確認された。
ニッケルの場合には，銅よりも少ないわずか 0.04 wt％の添加で大幅な活性向
上が見られた。一連の性能向上の結果は，カソードが貴金属水素添加触媒とし
て作用しているという新しい仮説を支持するものと考えている。
※

0.01 ppm は cis-DCE の土壌環境基準値 0.04 ppm をより厳しく設定した目標値。
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10

濃度 mg/L

1

0.1

分解加速

―●―Ni
Ni0.09%/CIP
0.09 %／鉄粉
―▲―Ni
Ni0.04%/CIP
0.04 %／鉄粉
―■―Ni
Ni0.02%/CIP
0.02 %／鉄粉
―◆―CIP(080429-19)
鉄粉（080429-19）

0.01

0.001
0

5

10

15

経過日数

図４７ 水溶性ニッケル塩の添加効果
（ウ）微細鉄粉スラリー剤のクロロベンゼン分解能
前記スラリー基剤を下記条件で湿式粉砕し，水溶性ニッケルを添加した薬剤
でクロロベンゼン分解能を調べた（図４８）。
≪粉砕条件≫
粉砕メディア＝0.5 mmφジルコニア・ビーズ
仕込みスラリー濃度＝10 wt%-MX／Ni 塩濃度※＝0，0.1，1.0 wt%-Ni
湿式粉砕＝ｐH 10 にて 7 時間粉砕； 温度＝循環水冷で常温を維持
※
1mol/L-NiSO4･6H2O 水溶液。スラリー合成時／試験直前に添加
100

N i 無添加
N i 0.1%直前

CB 濃度 / ppm

10

N i 0.1%合成時
N i 1%合成時

1
0.1
0.01
0.001
0

5

10

15

20

25

経過日数 / da y
図

水溶性ニッケル塩の添加効果
NiS O図４８
4 の添加効果（分解剤：
A S 0 9 0 1 1 4 ） [ 2 0 ℃]

仕込み濃度 10 ppm のクロロベンゼンを，20 日間以内に 0.001 ppm※未満に
分解する目標を達成した。クロロベンゼン 0.1 ppm 達成時間比較で，ニッケル無
添加品に比べ最大 5 倍の活性向上が確認された。
※

クロロベンゼン GC 検出下限値を目標設定（クロロベンゼンの土壌環境基準はない）。
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反応後の溶液中に溶存しているニッケルイオンは ICP-AES 分析の検出限界
未満で，仕込みの 99.9 % 以上は鉄粉上に析出していることが確認され，環境
影響が低いことを把握した。ニッケルイオンは反応時（試験直前）に添加した方
が，薬剤合成時に添加した場合よりも活性が高かったが，クロロベンゼン 0.1
ppm 達成時間の差は数日間であり，活性に大きく寄与する因子はニッケルイオ
ン添加率であった。
（エ）微細鉄粉スラリー剤の PCB 分解試験
上述の知見を基に，下記粉砕条件で調製し，水溶性ニッケルを添加した薬
剤で PCB 分解能を調べた（図４９）。
底質と見立て水溶液での 1 バッチ分解活性試験（薬剤仕込みは初回の 1 回
のみとしたもの）を実施した。
≪粉砕条件≫
粉砕メディア＝0.5 mmφジルコニア・ビーズ
仕込みスラリー濃度＝10 wt%-MX／Ni 塩濃度＝0.5，1.0 wt%-Ni
温度＝循環水冷で常温を維持
湿式粉砕＝ ｐH 10 にて 7 時間粉砕（実スラリー濃度＝5.7 wt％）
NiSO4･6H2O を試験時に添加
≪試験条件≫
水＝30 mL を使用。
カネクロール（KC300/KC400/KC500/KC600＝1/1/1/1）混合液を添加し，
トータル PCB 仕込み濃度を 1,000 ng/30 mL（＝0.03 ppm）とした。これに 5 %
（固形分換算）の微細鉄粉スラリーを添加した。同じものを 2 ロットずつ作製
し，15 日後，30 日後に PCB 濃度分析した。薬剤無添加の溶液の PCB 分
析値をブランク値（0 日後）とした。
※1,000 ng 仕込み根拠
ダイオキシン類の環境基準値 1,000 pg-TEQ/g（TEQ：毒性当量）の 1,000 倍の
1,000 ng を何 % 分解でき，何 % 残るかを調べた。分析および実験指導を環境テクノ
社に依頼したが，分析値信頼性，定量下限（2 ng）の観点から設定は妥当との見解
を得ている。
※毒性当量因子
ダイオキシン類の毒性の強さは化学式・異性体によって異なる。次頁 表３７ に示
す毒性当量因子 TEF (toxic equivalency factors) をその異性体の質量に乗じ，その
総和で比較・加算可能な毒性当量 TEQ (toxic equivalent) に換算する。
※カネクロール
KC300 はビフェニル分子中の含塩素数が 3 個，KC400 は含塩素数 4 個，…というよ
うに異性体分布の中心化合物の異なる 4 試薬を等量混合したものを用いた。混合溶
液の異性体分布は 図５０ の 0 day （ブランク値，紫）に示したものに等しい。
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表３７

各種ダイオキシン異性体の毒性当量因子 TEF (toxic equivalency factors)
種類

PCDD

PCDF

ノンオルト置換
（コプラナー）
PCB
モノオルト置換
PCB

PCB 成分

化学物質

TEF

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0.1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0.1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0.1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0.01

OCDD

0.0003

2,3,7,8-TCDF

0.1

1,2,3,7,8-PeCDF

0.03

2,3,4,7,8-PeCDF

0.3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0.1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0.1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0.1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0.1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0.01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0.01

OCDF

0.0003

3,3',4,4'-TCB (77)

0.0001

3,4,4',5-TCB (81)

0.0003

3,3',4,4',5-PeCB (#126) ★

0.1

3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169) ★

0.03

2,3,3',4,4'-PeCB (105)

0.00003

2,3,4,4',5-PeCB (114)

0.00003

2,3',4,4',5-PeCB (118)

0.00003

2',3,4,4',5-PeCB (123)

0.00003

2,3,3',4,4',5-HxCB (156)

0.00003

2,3,3',4,4',5'-HxCB (157)

0.00003

2,3,4,4',5,5'-HxCB (167)

0.00003

2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (189)

0.00003

•
•
•
•
•
•
•
•

T=
Pe =
Hx =
Hp =
O=
CDD =
CDF =
CB =
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テトラ
ペンタ
ヘキサ
ヘプタ
オクト
クロロジベンゾジオキシン
クロロジベンゾフラン
クロロビフェニル

水系N i 塩添加ｽ ﾗ ﾘｰ

PCB
分析値（ng）
Conc.
( ng )

800

0.5%N i 塩
1%N i 塩

600
400
200
0
0
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20

30

40

50

60

A g i ng Ti me ( da y )

図４９ PCB 分解試験（水溶液）
水溶液では 15 日間で PCB 総量の 70 % を分解できた。微細鉄粉スラリーの基
剤改良検討により，PCB を常温分解できる剤を開発することに成功した。しかし
その後は分解停止しており，失活したものと思われる。
高活性である（酸素接触で鉄粉表面が急激に酸化される）ため失活することは
予想されていたが，実際の汚染底質や汚染地下水等の原位置浄化の施工時に
は，基剤の現地粉砕を行うこと（薬剤を長期間保存しなくて済む手立て）と追加
注入（補給）を断続的に行うことで分解浄化を十分達成できると考えている。
異性体成分ごとの分解の様子を 図５０ に示した。塩素数の多い分子ほど分
解率がよかった（あるいは塩素多置換分子の逐次脱塩素が起こり，順次低塩素
数の分子側に分布が移った）。図５１ に示すように，毒性の高い 3,3',4,4',5-ペ
ンタクロロビフェニル(#126) や 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル(#169) を含
む P5，H6 成分の減少率は比較的に高い。P5，H6 成分についてはその分解によ
る減少と，H7，O8 成分の分解による生成（補給）で相殺される部分が生じること
を考慮すると，塩素多置換分子の減少率が高い傾向は，母体芳香環に電子吸
引性の元素が多く結合している分子ほど還元的脱ハロゲン化反応を受けやす
いという分解機構上の考察を支持し，ポリクロロジベンゾフラン型，ポリクロロジ
ベンゾジオキシン型ダイオキシンの分解が十分に期待される。
実際の底質の浄化案件が発生した際には，必要に応じて分解進行に応じた
薬剤補給を行う。また成分毎の詳細分析を行い，毒性の高い全成分の分解挙動
を追跡する必要がある。一方，実際の底質では問題になっている汚染度が
5,000〜6,000 pg-TEQ/m3（今回の試験の仕込み濃度の 1/200〜1/170）である
ため，本薬剤の分解能で十分に浄化できるものと考えている。
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PCB分子異性体（含塩素数分類）
図５０ PCB 異性体分子ごとの試料中存在量
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PCB分子異性体（含塩素数分類）
図５１ PCB 異性体分子ごとの減少率（分解率）
図中，横軸の記号は一分子中の塩素数を示す（一般的な PCB 異性体の表
記に倣った）。M はモノ（1 個），D はジ（2 個），T3 の T はトリ（3 個），T4 の T
はテトラ（4 個），P はペンタ（5 個），H6 の H はヘキサ（6 個），H7 の H はヘプ
タ（7 個），O はオクタ（8 個），N はノナ（9 個），D はデカ（10 個）を示す。記号
に続く数字も同じく塩素数を示している。
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（３）まとめ・現在進捗・今後構想
ダイオキシン類を常温化学分解できる薬剤を開発し，実汚染土壌浄化案件へ
の対応準備を整えた。発生案件への対応は施工請負会社との連携の上，実底
質あるいは実汚染地下水を入手し，これを用いた予備試験が必要であり，この際
にはダイオキシン成分毎の詳細分析を行い，正確な TEQ 換算で浄化達成度を
把握する予定である。
高エネルギーを必要とする汚染土壌焼却処理を回避するために，平成 21 年
度以降，ダイオキシン以外にも残留農薬や難分解性 VOC の浄化案件などのニ
ーズを広く探索していく計画である。
また要素技術-１の飛灰の基礎研究に準じ，平成 21 年度は土壌の基礎研究
を大学と共同で実施中である（いずれも東ソー自主研究，補助対象外）。

【参考】
要素技術−２「微細鉄粉スラリー剤の開発」について、本研究開発での開発方法と
ダイオキシン汚染底質の焼却処分との比較を行い下表に示した。現実に問題となって
いる汚染度 5,000〜6,000 pg/m3 程度の底質の 150 pg/m3 （水底の底質に係わる環境
基準値）までの浄化を目標とした（本プロジェクトでは 1,000 ng/30 mL という高濃度
PCB 溶液を用いて分解能を確認できたため，6,000 pg/m3 程度は処理可能な汚染度
であると考えられる）。焼却処分に関しては処理底質量から必要なエネルギーを求め，
原油換算→電力量換算を行い処理コストを求めた。微細鉄粉スラリーに関しては薬剤
固形分換算で 1 % 添加で処理できる（段階的に薬注を行う方法）と考え処理コストを
算出した。焼却処分はエネルギー多消費型であることが判る。
前提条件：処理底質量＝4,000 T

焼却処分
微細鉄粉スラリー

必要なエネルギー※1
（ｋJ）

原油換算
（kL）

電力量
（kWh）

処理コスト
（百万円）

500 億

（1,290）

（480 万）

73

−

−

−

60※2

参考資料８ 「微細鉄粉スラリー剤の開発」にかかる性能比較
※1 土壌よりも水分が多い底質の焼却に必要な熱量原単位を土壌の 3 倍の
1,250 万 kJ/T と仮定した
※2 鉄粉への Ni 塩添加率が 1 % と低いため，安価な鉄粉の単価が支配的な薬
剤である。
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【参考】
参考資料９

「環境保全の現状と本研究開発により得られた成果」整理表
〜汚染土壌浄化剤の開発〜

要素技術︲１
︹重 金 属 フェライト化 浄化
技術の開発︺
要素技術︲２
︹微細鉄粉スラリー剤の開発︺

環境保全の現状

技術的な課題

本研究開発により得ら
れた成果

土壌汚染対策法施
行後，「人のばく露の
可能性がある土地」
は，重金属等除去の
措置命令の対象とな
っており，土地所有
者等に対する義務が
課せられている。

掘削除去（焼却）以外
の方法に電気泳動が
あるが現状では課題
が多く，広く受け入れ
られている除去技術で
はないと考えられ効果
的な方法が求められ
ている。

電気泳動に替わるもの
として原位置で適用で
きる重金属フェラ
イト
化
電磁回収の方法を確
立し，土壌の溶出 ・含
有量基準をクリアでき
るようになった。

平成 18 年度調査で
ダイオキ シン汚 染底
質が全国に 250 ヶ所
（数万トン）存在する
ことが判った。ダイオ
キシン拡散を防止す
る 有 効 な対 策 （ 原 位
置浄化方法）が社会
的に求められている。

底 質 を 脱 水 し 焼却 処
理することを考えた場
合にも，焼却施設まで
の運搬の承認が得ら
れ難く，また焼却処分
は エネルギー多消 費
型であるという課題が
あった。

微細鉄粉スラリー 剤を
開発し，PCB 分解試験
で性能を確認した。原
位 置 浄化 が可 能 な常
温・化学分解（省エネ
ルギー方法 ）が可能で
あることを確認した。
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３−１−３

特許出願状況等

本研究開発での成果に関する特許出願等の状況を 表３８ に示す。開発した技
術を工業的に実施するための知財権確保を重視したため，論文による外部発表は
実施していない。この詳細内容を 表３９ に示す。出願以外では，平成 20 年に鉄粉
剤技術に関して学会（第 14 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会）
でのポスター発表 を行ったことを 表３９ に記載した。
表３８

特許・論文等件数

要素技術

論文数

論文の被
引用度数

特許出
願件数

特許権の
実施件数

ライセン
ス供与数

取得ライ
センス料

国際標準
への寄与

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
要素技術‑１

0

0

3

0

0

0

0

要素技術‑２

0

0

0

0

0

0

0

要素技術‑３

0

0

24

1

0

0

0

（２）汚染土壌浄化剤の開発
要素技術‑１

0

0

0

0

0

0

0

要素技術‑２

0

0

20

0

0

0

0

計

0

0

47

1

0

0

0

表３９ 論文，投稿，発表，特許リスト（特許については出願番号を記した）
題

目

時期

特許

2003-197764：有機ハロゲン化合物で汚染された被処理物を無害化する処理方法

H15.7

特許

US：硫化鉄、その製造方法、重金属類処理剤及びそれを用いた処理方法

H15.9

特許

2003-331900：有機ハロゲン化合物により汚染された被処理物を無害化する処理方法

H15.9

特許

2003-333327：硫化鉄組成物、その製造方法、重金属類処理剤及びそれを用いた
処理方法

H15.9

特許

2003-370088：フッ素含有排水の処理方法

H15.10

特許

2003-382340：スラッジまたは土壌の無害化処理方法

H15.11

特許

2003-382341：スラッジまたは土壌の無害化処理方法

H15.11

特許

2004-010253：スラッジまたは土壌の無害化処理方法

H16.1

特許

2004-199807：有機ハロゲン化物で汚染された被処理物の無害化処理方法

H16.7

特許

2004-351079：硫化鉄粒子含有溶液、その製造方法、及びそれを用いた重金
属処理剤並びに重金属の処理方法

H16.12

特許

2005-004045：リン酸含有排水の処理方法

H17.1

特許

2005-069360：鉄含有スラリ−、その製造方法、有機ハロゲン化合物汚染物質
用無害化処理剤及びそれを用いた無害化処理方法

H17.3

特許

2005-187693：硫化鉄粒子含有溶液、その製造方法、及びそれを用いた重金
属処理剤並びに重金属の処理方法

H17.6
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特許

2005-256258：ポリカルボン酸アミド誘導体およびキレート剤

H17.9

特許

2005-256259：生分解性アミノポリカルボン酸誘導体

H17.9

特許

2005-264142：リン酸含有排水の処理方法及びリン酸含有排水処理剤

H17.9

特許

2006-117129：有機塩素化合物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた
無害化処理方法

H18.4

特許

2006-117130：硫化鉄粒子含有溶液、その製造方法、及びそれを用いた重金
属処理剤並びに重金属の処理方法

H18.4

特許

2006-132352：硫化鉄粒子含有混合溶液及びそれを用いた重金属処理方法

H18.5

特許

2006-190493：二酸化マンガン系重金属吸着剤及びそれを用いた処理方法

H18.7

特許

2006-307853：有機塩素化合物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた
無害化処理方法

H18.11

特許

2006-345318：フッ素とリン酸を含有する排水からリン酸を選択的に除去する方法

H18.12

特許

2006-349578：ホウ素処理剤およびホウ素含有排水の処理方法

H18.12

特許

2007-109051：有機塩素化物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた無
害化処理方法

H19.4

特許

2007-117934：有機塩素化物分解用鉄粉及びそれを用いた無害化処理方法

H19.4

特許

CA：有機塩素化物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた無害化処理方法

H19.7

特許

EP：有機塩素化物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた無害化処理方法

H19.7

特許

TW：有機塩素化物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた無害化処理方法

H19.7

特許

US：有機塩素化物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた無害化処理方法

H19.7

特許

KR：有機塩素化物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた無害化処理方法

H19.7

特許

CN：有機塩素化物分解用鉄粉、その製造方法及びそれを用いた無害化処理方法

H19.7

特許

2007-219578：ホウ素処理剤およびホウ素含有排水の処理方法

H19.8

特許

2007-330108：セレン処理剤およびセレン含有排水の処理方法

H19.12

特許

2008-095208：有機ハロゲン化物分解用鉄粉スラリー

H20.4

特許

2008-101325：有機ハロゲン化物の分解浄化方法

H20.4

特許

2008-103557：重金属処理剤 重金属汚染物質の無害化処理法

H20.4

特許

2008-103558：重金属処理剤 重金属汚染物質の処理方法

H20.4

特許

2008-104552：セレン処理剤

H20.4

特許

2008-104553：重金属処理剤 重金属汚染物質の処理方法

H20.4

特許

2008-105395：重金属処理剤 重金属汚染物質の処理方法

H20.4

特許

2008-118133：クロムおよび砒素の処理剤

H20.4

第14回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会
「新規鉄粉の揮発性有機塩素化合物分解機構について」（1）／（ 2）

H20.6

特許

2008-163476：鉄含有スラリー 有機ハロゲン化物無害化処理方法

H20.6

特許

2008-286389：有機ハロゲン化物分解用鉄粉スラリー

H20.11

特許

2008-310875：有機ハロゲン化物の浄化方法

H20.12

特許

2009-029466：飛灰の処理方法

H21.2

特許

2009-041743：有機ハロゲン化物の浄化方法

H21.2

特許

2009-041744：有機ハロゲン化物浄化剤

H21.2

発表
（2 件）
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H20.6

３−２

目標の達成度

本事業の目標に対する成果および達成度を 表４０ に示す。
表４０ 全体の目標に対する成果および達成度
目標・指標

成

果

達成
度

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
①飛灰の基礎研究を行い，飛灰からの重金属抽
出方法を検討し，銅，鉛抽出率 80 % 以上を達成す
る条件を確立する。抽出への妨害因子を特定す
る。

①基礎研究により飛灰中の重金属形
態・挙動の知見を得，これを基にキレー
ト剤を用いた重金属抽出方法を検討
し，抽出率目標 80 % 以上（銅：100 %，
鉛：80 %）を達成する条件を見出し，高
エネルギー型灰溶融を回避する方法を
確立した。抽出には Ca が妨害因子とし
て大きく影響することを把握した。

②非有機溶剤（水溶液）系で使用でき，Pd，Pt，Rh

②Pd 吸着量≧0.5 mmol/g-剤、Pd 選択
率≧90 %の目標を満たす担持型 Pd 抽
出剤、及び Pt 吸着量≧0.5 mmol/g剤、Pt 選択率≧90 % の目標を満たす
Pt 抽出ポリマーを開発した。
Pd 抽出剤と Pt 抽出剤とを直列使用
することで Pd，Pt，Rh 混合液から順次
単体金属を分離回収する方法を確立
した。
※当初は「Pd、Rh 抽出操作を行い、残
液から Pt を回収するプロセス」を想定し
ていたが、Rh 抽出剤に代えて高性能
の Pt 抽出剤が開発できたことから、
「Pd、Pt 抽出操作を行い、残液から Rh
を回収するプロセス」とし、3 種類の単
体金属を分離回収するという目標を達
成した。

混合液から単体金属を分離回収できる抽出剤を
開発する。
Pd，Rh 抽出操作を連続で行い，残液から Pt を回
収する構想に基づき，抽出剤の目標を
・金属吸着量 ≧ 0.5 mmol/g-剤
・金属選択率 ≧ 90 %
とする。

③ゴミ焼却の高温化や産廃焼却増加で拡大しつ
つある有害な六価クロムの処理ニーズに対応すべ
く，飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5 mg/L 以
下に処理でき，強酸性の従来剤の腐食性等の問
題点のないアルカリ性のクロム処理剤を開発し，実
用化を目指す。
さらに，処理飛灰からの Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5
mg/L 以下に処理でき，強酸性（pH＞3）の従来剤
の腐食性の問題点のない弱酸性でハンドリング性
のよい均一溶液のクロム処理剤を開発する。
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③飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下に処理できるアルカリ性
（pH＞10）の硫化鉄スラリーのクロム処
理剤製品（重金属処理剤 TF-10S）を開
発した。
さらに，飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃
度を 1.5 mg/L 以下に処理できるハンド
リング性のよい「鉄−有機酸」系弱酸性
（pH 4.5）均一溶液クロム処理剤を開発
した。

達成

（２）汚染土壌浄化剤の開発
①Cu・Pb・Cd 汚染土壌を対象とし，低温・短時
間・低薬剤コスト（50,000 円/T-土 以下）で実施
でき，Pb・Cd については浄化後残渣が
・溶出量 0.01 mg/L 以下
・含有量 150 mg/kg 以下
を満たす重金属フェライト化浄化方法を確立す
る。

②汚染底質の原位置型・常温化学分解浄化に用
いることができる，
薬剤 5 %（固形分換算）添加によって
1,000 ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB
を 60 % 以上分解できる
という目標を満たす薬剤を開発する。

91

①低温（40℃）・短時間・薬剤コスト目
標 50,000 円 /T- 土 以 下 （ 35,000 〜
44,000 円/T-土）で実施でき，浄化後
残渣の溶出量目標 0.01 mg/L 以下
（Pb・Cd で 0.01 mg/L）・含有量目標
150 mg/kg 以下（Pb・Cd で 1 mg/kg 未
満）を満たす浄化条件を見出し，現行
方法よ り低 エ ネ ルギー で実 施 で き る
Cu・Pb・Cd 汚染土壌の高効率原位置
重金属フェライト化浄化方法を確立し
た。
②汚染底質の原位置型・常温化学分
解浄化に用いることができる，薬剤 5 %
（ 固 形 分 換 算 ） 添 加 に よ っ て 1,000
ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB を目
標分解率 60 % 以上（15 日間で 70 %
分解）を満たす微細鉄粉スラリー剤を
開発した。

達成

本事業の個別要素技術の目標に対する成果・達成度の詳細を 表４１，４２ に示す。
（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
表４１ 個別要素技術の目標に対する成果および達成度
要素
目標・指標
技術
飛灰中の主要重金属（銅，亜鉛，鉛）の
存在形態・溶出挙動を解析し，その知見
を基に飛灰含有量の 80 % 以上の銅と鉛
を抽出する条件を確立する。

要 素 技 術１

①存在形態
・連続抽出方法等によって得られた溶
出液の溶液分析から溶出前の存在形
態を化学計算手法で解析する。

︹重金属抽出方法の検討︺

・可溶成分溶出後に重金属が濃縮され
た上記残渣の X 線光電子分光（XPS）
分析により難溶解成分の形態を解析
する。
②溶出挙動
・溶出時間，溶媒/飛灰液固比（L/S），
溶出液 pH の影響を調べる。
③抽出方法検討
・モデル抽出剤 EDTA（エチレンジアミ
ン四酢酸 Na 塩）を用い銅，鉛抽出率
80 % 以上達成の条件を確立する。
・抽出への妨害因子を特定する。
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成

果

達成
度

飛灰中の主要重金属（銅，亜鉛，鉛）
の存在形態・溶出挙動を解析した。
その知見を基に飛灰含有量の80 %
以上の銅と鉛を抽出する条件を確立
した。
・連続抽出方法等の溶出液分析か
ら溶出前の存在形態を化学計算
手法で解析し，銅，亜鉛はほぼ全
量が難溶性形態（酸化物）である
こと，鉛は 50 %：50 % の比で可溶
性 （ PbCl2 ） ・ 難 溶 性 （ PbSiO3 ，
PbSO4）形態であると解析した。
・可溶成分溶出後残渣の X 線光電
子分光（XPS）分析により難溶解成
分の形態（銅，亜鉛は酸化物，鉛
は PbSiO3，PbSO4）を特定した。

・溶出時間＝30 分間（過飽和現象
を利用する），L/S＝10，pH＞13 が
有効と判断した。
・EDTA を用い抽出率目標 80 % 以
上（銅：100 %，鉛：80 %）を達成する
条件を見出した。
・抽出には Ca が妨害因子として大
きく影響することを把握した。

達成

要 素 技 術２

非有機溶剤（水溶液）系で使用でき，
Pd，Pt，Rh 混合液から単体金属を分離
回収できる抽出剤を開発する。

水溶液系で使用でき，Pd，Pt，Rh 混
合液から単体金属を分離回収するた
めの Pd 抽出剤および Pt 抽出剤を開
発した。

Pd，Rh 抽出操作を連続で行い，残液か
ら Pt を回収する構想に基づき，抽出剤
の目標を
・金属吸着量 ≧ 0.5 mmol/g-剤
・金属選択率 ≧ 90 %
とする。

① 本研究開発において，Pd 吸着量
が目標の1/4 （0.13 mmol/g-剤），
Pd 選択率が目標超（ 99.0 %）のシ
リカゲル担持抽出剤を開発した。
・平成21年度の継続自主研究で担
持率を4倍引き上げ目標 Pd 吸着
量（0.5 mmol/g-剤）を達成した。

︹貴金属回収剤の開発︺

② 本研究開発において，Pt 吸着量
（0.5 mmol/g-剤）・Pt 選択率 ≧
90 %（99.6 %）の目標を満たす Pt 抽
出ポリマーを開発した。
③Pd 抽出剤と Pt 抽出剤とを直列使
用することで Pd，Pt，Rh 混合液か
ら順次単体金属を分離回収する
方法を確立した。
※当初は「Pd、Rh 抽出操作を行い、
残液から Pt を回収するプロセス」を
想定していたが、Rh 抽出剤に代えて
高性能の Pt 抽出剤が開発できたこと
から、「Pd、Pt 抽出操作を行い、残液
から Rh を回収するプロセス」とし、3種
類の単体金属を分離回収するという
目標を達成した。
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達成

六価クロム
処理性能と製品の安定性に
おいて従来の強酸性鉄塩剤より優れる
以下の２薬剤を開発する。
「硫化鉄スラリー剤」
① 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下に処理できる。

要 素 技 術３
︹クロム処理剤の開発︺

② ジチオカーバメート系キレート剤と併
用する際に有害ガスを発生させず
（＜ 10 ppm），また材料腐食性低減
を期待できるアルカリ性（pH＞10）を
呈する。
③ ベンチ設備で工業生産技術を確立
し，プラント建設のエンジニアリング
検討を行い，実用化の見通しをつけ
る。

「鉄―有機酸溶液系薬剤」
④ 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を 1.5
mg/L 以下に処理できる。
⑤ 大気開放下，1ヶ月間以上の保存安
定性（Fe（Ⅱ）酸化が低速／沈殿生
成なし）を有し，均一溶液状態を維
持する。
⑥ ジチオカーバメート系キレート剤と併
用する際に有害ガスを発生させず
（＜ 10 ppm），また材料腐食性低減
を期待できる弱酸性（pH＞4）を呈す
る。

六価クロム
処理性能と製品の安定性
において従来の強酸性鉄塩剤より優
れる以下の２薬剤を開発した。

① 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下に処理できることを
多数の飛灰で確認した。
② ジチオカーバメート系キレート剤と
の併用試験で目標有害ガス発生
量（＜10 ppm）を満たし，目標 pH
＞ 10 （pH 10〜12）を満たすアル
カリ性薬剤を開発した。
③ ベンチ設備で工業生産技術を確
立しエンジニアリング検討を行い，
2,000 T/Y のプラントを建設し，生
産体制を確立した。

④ 飛灰処理後の Cr（Ⅵ）溶出濃度を
1.5 mg/L 以下に処理できることを
多数の飛灰で確認した。
⑤ 大気開放下，1 ヶ月間以上の保存
安定性を有する無沈殿の均一溶
液であることを確認した。
⑥ ジチオカーバメート系キレート剤と
の併用試験で目標有害ガス発生
量（＜ 5 ppm）を満たし，目標 pH
＞ 4 （pH 4.5）を満たす弱酸性薬
剤を開発した。

「達成度」の欄には，達成，一部達成，未達成，を選択して記述した。
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達成

（２）汚染土壌浄化剤の開発
表４２ 個別要素技術の目標に対する成果および達成度
要素
目標・指標
技術

成

果

要 素 技 術１
︹重金属フェライト化浄化技術の開発︺

現行方法より低エネルギー・低コスト
で実施でき，また封じ込め方法では達
成できない含有量基準を満たす重金
属汚染土壌の高効率原位置浄化方
法を確立する。

現行方法より低エネルギー・低コスト
で実施でき，また封じ込め方法では達
成できない含有量基準を満たす重金
属汚染土壌の高効率原位置浄化方
法を確立した。

① 低温（50℃以下）・短時間（数日〜
数週間）で Cu・Pb・Cd 汚染土壌
中の重金属イオンをフェ
ライト化し
磁選回収できる方法を開発する。
② 低薬剤コスト（50,000 円/T-土以
下 ） の 浄化方法フローを確 立 す
る。

① 低温（40℃）・短時間（処理直後）で
汚染土壌中 Cu・Pb・Cd 全ての重
金属イオンをフェライト
化し，磁選
回収できる方法を開発した。
② 目標薬剤コスト50,000 円/T-土以
下（Cu：35,000〜38,000 円/T-土，
Pb：44,000 円/T-土，Cd：38,000 円
/T-土）を満たす浄化方法フローを
確立した。
③ 浄 化 後 残 渣 の 溶 出 量 目 標 0.01
mg/L 以下（Pb・Cd で 0.01 mg/L）・
含有量目標 150 mg/kg 以下（Pb・
Cd で 1 mg/kg 未満）を満たす浄化
方法フローを確立した。

③ 浄化処理後残渣について
・溶出量 0.01 mg/L 以下
・含有量 150 mg/kg 以下
を満たす浄化方法フローを確立する。

要 素 技 術２
︹微細鉄粉スラリー剤の開発︺

ダイオキシン汚染底質の原位置浄化
のためにダイオキシン類を常温で化学
分解できる薬剤を開発する。

ダイオキシン汚染底質の原位置浄化
のためにダイオキシン類を常温で化学
分解できる微細鉄粉スラリー
剤を開発
した。

① 〔平成 20 年度にスラリー
基剤の改
良検討を実施した。このための目
標 設 定 〕水 溶 液 仕 込 み 濃 度 5
ppm の cis-DCE（cis-ジクロロエチ
レン）をスラリー
基剤 1 % で 10 日間
以内に 0.01 ppm 未満に分解でき
る。
② 水溶液仕込み濃度 10 ppm のクロロ
ベンゼン（モデル汚染物質）を，ス
ラリー
基剤の湿式粉砕剤 1 %（固
形 分 換 算 ） で 20 日 間 以 内 に
0.001 ppm 未満に分解できる。
③ スラリー
基剤の湿式粉砕剤 5 %（固
形 分 換 算 ） 添 加 に よ っ て 1,000
ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB
を 60 % 以上分解できる微細鉄粉
スラリー
剤を開発する。

① 水溶性 Ni 塩添加のスラリー基剤で
水 溶 液 仕 込 み 濃 度 5 ppm の
cis-DCE をスラリー
基剤 1 % で 6〜9
日間（目標：10 日間以内）で 0.01
ppm 未満に分解でき，目標を達成
した。
② 水溶性 Ni 塩添加のスラリー基剤の
湿式粉砕剤 1 %（固形分換算）でク
ロロベンゼンを 15 日間（目標：20 日
間以内）で 0.001 ppm 未満に分解
でき，目標を達成した。
③ スラリー基剤の湿式粉砕剤 5 %（固
形 分 換 算 ） 添 加 に よ っ て 1,000
ng/30 mL-PCB 水溶液中の PCB を
目標分解率 60 % 以上（15 日間で
70 % 分解）を満たす微細鉄粉スラ
リー剤を開発した。

「達成度」の欄には，達成，一部達成，未達成，を選択して記述した。
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達成
度

達成

達成

４．事業化，波及効果について
４−１

事業化の見通し

平成21年度以降の計画を 表４３ に示した。一部はすでに事業化しさらなる事業推進
のための課題が見えてきている。他の技術も事業化やマーケティングまでの道筋が明
確である。
表４３ 個別要素技術ごとの事業化の見通し

補助対象期間（H15〜H20）

補事業終了後の事業化に向けた取組
H21

要素技術−２

②

（貴金属回収剤の開発）

重金属抽出方法開発（H21自主研究）
Pd抽出剤（H21自主研究）

成

H18にマーケティング開始した。
鉄-溶液剤（H21自主研究）

成

⑤

：開発研究継続（自主研究）

実用化

達

（微細鉄粉スラリー剤の開発）

（マーケティング予定）

実用化

要素技術−２

④

成

（重金属フェライト化浄化
技術の開発）

達

要素技術−１

実用化達

重金属処理剤
TF-10S

（２）汚染土壌浄化剤の開発

（マーケティング予定）

Pt抽出剤（H21自主研究）

成見込み

（クロム処理剤の開発）

③

H24

実用化

達

要素技術−３

実用化達

①

成見込み

（重金属抽出方法の検討）

H23
実用化達

要素技術−１

H22

成見込み

実施項目
H15 H16 H17 H18 H19 H20
（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発

H19にマーケティング開始した。

H21にマーケティング開始した。
：製品審査

：上市・マーケティング・技術サービス（顧客対応）

①：平成23年度内に社内製品審査を完了させ，同年度にマーケティングを開始する見込みである。
②：現在，耐久性評価中である。平成21年度内に社内製品審査を完了させ，マーケティングを開始する見込みである。
③：重金属処理剤TF-10Sは平成18年度に実用化達成し，鉄ー溶液剤は平成21年度内に実用化達成の見込みである。
④：平成18年度までに浄化技術を確立し，平成19年度からマーケティングを実施している。
⑤：平成20年度までに薬剤開発を完了し，平成21年度からマーケティングを実施している。
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以下に個別要素技術ごとに各論を述べた。
（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
重金属抽出方法の検討 （要素技術−１）：
本研究開発によって有害金属の除去・有価金属の回収・飛灰の減容化の三
つの課題に応え省エネルギーに寄与する新しい飛灰処方を確立できた。さらに
抽出剤の誘導体開発とその適用性検討も並行して進めており，また対象飛灰の
種類を広く捉え，平成 21 年度も継続して東ソー自主研究を進めている（本補助
金対象外）。本事業は抽出操作を行うエンジニアリング側と当社との連携が必要
であり，平成 23 年度の事業化に向けて各種作業を推進中である。
また循環型社会形成に寄与するこの事業は，事業開始前後に学会等を経由
し，広く情報発信を行う考えである。
また平成 21 年度には本課題に関連する「飛灰の基礎研究」を九州大学と共同
で東ソー自主研究として行っており（本補助金対象外），飛灰からの重金属抽出
効率向上，処理剤の性能アップおよび処理コストダウンへの寄与が期待される情
報が得られつつある。例えば飛灰中の六価クロムイオンの挙動を初期 Cr（Ⅵ）濃
度・飛灰組成・飛灰のアルカリ度などの条件を変えてシミュレートすることが可能
になりつつあり，また他の重金属との相互作用とその挙動が明らかになりつつあ
る（難溶性のクロム酸鉛のクロム処理をすると鉛が遊離し，逆に鉛処理をすると
Cr（Ⅵ）が遊離してくる現象を，本プロジェクトで開発した処理剤を用いて検討す
ることが可能となっている）。
貴金属回収剤の開発 （要素技術−２）：
平成 21 年度には東ソーは本課題研究の推進体制を敷いて検討を進め（本補
助金対象外），現在までに改良剤の Pd 吸着量は目標値に到達し，耐久性評価
を順調に進めている。薬剤に関する基本出願も平成 21 年度に完了させている。
改良した担持剤コストは性能上の開発目標とした市販品の 1/5 以下であり競争
力は十分にあり，平成 22 年度上市を目標に事業性検討の段階に入っている。
クロム処理剤の開発 （要素技術−３）：
すでに上市した重金属処理剤 TF-10S についてはマーケティングと技術サー
ビス（飛灰に対する薬剤添加率推奨値をユーザーの飛灰サンプルで評価して求
め報告する作業）を展開中である。現在までの納入実績は十分とは言えず，技
術資料を充足させ従来品からの改良ポイントを訴えるなどの PR 活動を必要とし
ている。飛灰用重金属処理剤の市場認知には数年間を要することが経験から判
っているが，今後もゴミ高温焼却のガス化溶融方式が広がりを見せることは確定
的であると考えており，需要は今後も伸びることを予想している。
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鉄-有機酸溶液系薬剤に関しては平成 21 年度も東ソー自主研究（本補助金
対象外）として薬剤の改良検討を進めており，性能・製造コストを基準に薬剤系
の最適化を達成しつつある。保存安定性は平成 20 年度の二倍以上に伸び，ユ
ーザーサウンドでも成果を挙げている。年度内の上市を目標に社内製品審査の
準備段階に入っており，重金属処理剤 TF-10S とのラインアップを行い拡販して
行く予定である。
（２）汚染土壌浄化剤の開発
重金属フェライト化浄化技術の開発 （要素技術−１）：
本研究開発によって見出した重金属回収・浄化技術を施工業・施工請負各社
に対して紹介する作業を営業部門とともに展開中である。事業を大きく推進する
ためには比較的大規模な浄化案件の受注を得て実績をあげることが有効であ
る。
ところでこれまでに調査した処理案件は複合土壌汚染であるケースが少なくな
く，Cu・Pb・Cd だけでなく，六価クロムやヒ素のような酸素酸アニオン型の有害イ
オンの同時処理も必要であることが判りつつある。六価クロム処方に関しては東
ソー自主研究（本補助金対象外）として検討を開始した段階であり，重金属フェ
ライト化浄化技術の適用性が見出されつつある（Cu・Pb・Cd よりもハードルは高
い）。
また有害有機物との複合汚染の事例も散見されつつある。これが低分子の有
機塩素化合物である場合には，東ソーの保有技術（VOC 分解剤：MX）と重金属
フェライト化浄化技術とのセットで施工可能と考えられるが，これまでに遭遇した
案件はベンゼン・トルエンなどの芳香族系汚染物（石油化学工場跡地の典型）の
みであり，これらの化学分解方法は未知であるため，さらなる技術調査や実験検
討さらには研究企画が必要であると考えている。
微細鉄粉スラリー剤の開発 （要素技術−２）：
本研究開発によって底質中のダイオキシン・PCB の分解活性を有する薬剤を
開発した。実際の処理案件と並行して詳細データ取得を行い，実績を盛り込ん
だ技術資料を作成することで拡販の契機とする構想である。研究開発サイドでは
同時に通常土壌中の難分解性有害有機物浄化のためには薬剤活性だけでは
なく処方の研究も必要であることが判った。このことから平成 21 年度より東ソー自
主研究（本補助金対象外）として九州大学と連携して土壌の基礎的研究を開始
している。土壌を構成する各種鉱物や有機物に対する有害有機物の吸着・脱着
挙動を調べつつある。低濃度有機物の定量分析が非常に困難であり，時間がか
かっているのが現状であるが，特定の土壌に顕著な物性があることなどが判りつ
つある。
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一方，現在ダイオキシン，PCB 以外の難分解性有害有機物の浄化案件（省エ
ネルギー効果 100 百万円規模）の受注機会を得 ようとしており，本開発技術を適
用できる可能性が大きく，現地工法の最適化を含めて事業化検討中である。
また平成 20 年度内に微細鉄粉スラリー基剤の改良検討で得た 知見を基に活
性向上させた現行上市剤での実績を波及効果として挙げることができた。この件
に関しては費用対効果の節でも述べる。
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４−２

波及効果

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
飛灰からの重金属抽出方法開発に関する波及効果
国内に存在する溶融炉装置能力から推計し，溶融固化処理飛灰量を 10 万トン/年
と推定している。さらに飛灰の溶融固化に必要な熱量原単位を 1,570 万 kJ/トンと仮定
し，飛灰溶融固化に必要なエネルギーを 1.57 兆 kJ/年と見積もっている。本研究開発
成果が実用化された場合，この省エネルギー効果を見込むことができ，これは原油換
算で約 4 万 kL/年 と試算される（換算式： 1,000 万 kJ ＝ 0.258ｋL-原油）。
＜算出根拠＞
（1）-1 処理に必要な熱量原単位（飛灰の溶融）
｢飛灰対策-有害物質除去・無害化・再資源化技術｣ 1998.7.10 発刊 エヌ・ティー・エス発行
P.155 参照。
焼却灰の溶融固化に必要な重油 250L/灰 T→250 万ｋcal/灰 T。飛灰では焼却灰より溶融温度
が高くなるため必要量を 1.5 倍と仮定し，重油 375L/灰 T→375 万ｋcal/灰 T とした。

（1）-2 処理の規模（飛灰の溶融）
100 万 T/年（飛灰量）×10 % （推定固化処理率）＝10 万 T/年
推定固化処理率：詳細データはないが，環境設備計画レポート（H14 年度版）等から溶融固化
装置能力を基に推測。約 10 % と推定した。

飛灰からの重金属抽出事業は最速で平成 23 年度に開始予定であるが，それまで
に外部各種業種とのコンセンサスを得る必要があり，タイミング的には事業開始後に
徐々に焼却工場の改築・新設等でレイアウト変更が行われることが律速になるため，
事業の本格的立ち上がりにはかなりの時間がかかるものと考えられる。当面は残余年
数が 15 年程度とされる最終処分場の延命に寄与することが第一目的であり，普及率
は 2015〜2020 年度（平成 27〜平成 32 年度）において 20 % 程度であることが想定さ
れる。この場合には，省エネルギー効果は原油換算で約 8,000 kL/年 と試算される。
貴金属回収剤開発に関する波及効果
廃棄物からの貴金属回収の事業では，例えば自動車廃触媒からの白金族金属回
収が最大のものと考えられるが，国内のハニカム触媒回収量は合計で 1 万トン/年と見
積もられている。このハニカム触媒をそのまま溶融にかけるために必要なエネルギー
は，本研究開発の抽出方法に変換することで 1/100 程度に減ずることが可能ではない
かと観測している（精錬量が大幅に減少することと，溶融対象がハニカムではなく貴金
属水酸化物スラッジであり容易であることから）。有価価値の高い貴金属の回収であり，
抽出剤コストが低いことから事業推進は平成 22 年度以降にも加速されることを想定し
ており，上記飛灰処方を一部補完するものになると考えている。
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その他の波及効果
本研究開発を通じては，飛灰という極めて複雑な組成の基礎解析研究において，
①溶出液の溶液分析結果から溶出前の組成を逆算して求める計算手法，②溶出残
渣中に濃縮されたものを分光学的に解析することの効率化などの技術を獲得した。特
に①は，溶出挙動の研究とリンクしていることから，解析と実用の二面の利得がある。
飛灰には多種多様なものが存在する（燃焼方式，排ガス中和方式やゴミ質で大きく異
なる）ため，今後，処理困難な飛灰に遭遇した場合の処方検討に多いに役立つものと
考えられる。

（２）汚染土壌浄化剤の開発
汚染土壌浄化剤開発に関する波及効果
推定汚染土壌量を 50 万トン，このうちの 20 % を処理できる土壌焼成設備が国内に
存在すると推定している。さらに土壌の焼成に必要な熱量原単位を 418 万 kJ/トンと仮
定し，土壌の焼成に必要なエネルギーを 4,180 億 kJ と見積もっている。本研究開発成
果が実用化された場合，この省エネルギー効果を見込むことができ，これは原油換算
で約 1 万 kL と試算される（換算式： 1,000 万 kJ ＝ 0.258ｋL-原油）。
開発した土壌浄化方法と薬剤は，いずれも原位置施工を考えたものであり，ニーズ
に合致した場合にはスポット的に適用される性格の事業である。しかしながら複合汚
染の実態が次第に明らかになりつつあり，当初からの普及は加速しないことが予想さ
れるため，普及率は 2015〜2020 年度（平成 27〜平成 32 年度）において 20 % 程度で
あることが想定される。この場合には，省エネルギー効果は原油換算で約 2,000 kL/
年 と試算される。
＜算出根拠＞
（2）-1 処理に必要な熱量原単位（土壌の焼成）
土壌の比熱は 0.25 cal/g℃，伝熱効率 50 % として計算すると
0.25 cal/g℃×1000℃×1,000,000 g/土 T÷50 % ＝ 50 万ｋcal/土 T
実際の焼成では，水蒸発潜熱・重金属蒸発潜熱等があり，それらを加味して 2 倍の値とした。
50 万ｋcal/土 T×2 ＝ 100 万ｋcal/土 T

（2）-2 処理の規模（土壌の焼成）
50 万 T/年（土壌量）×20 % （推定焼成処理率）＝10 万 T/年
推定固化処理率：新聞情報から土壌焼成設備が急増。設備能力情報から約 10 % と推定した。

その他の波及効果
鉄イオン〔Fe2+ および Fe3+〕の挙動と性質（還元能力やフェライト形成能力）を利用
して，重金属処理剤 TF-10S，鉄-乳酸系均一溶液剤そして重金属フェライト化土壌浄
化技術を開発した。これら技術の根幹は鉄イオンが支配する同一のものであり，メカニ
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ズム解明や分析手法ではテーマ間で共有する情報が多かった。本研究開発に当たっ
ては，「新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤開発」と「汚染土壌浄化剤開発」の 2
チームで取り組んだが，相互に議論し持ち寄る知見や成果が研究開発の推進に大き
く寄与し，今後開発予定の鉄イオン含有薬剤の研究企画に波及することが期待されて
いる。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１

研究開発計画

本研究開発「新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発」，「汚染土壌浄化
剤の開発」は，ともに 表４４ に示すように平成 15 年〜20 年度に各項目に関して計画
を立てて実施された。期間中に一部の研究成果は薬剤製品の上市にいたり，その他
の課題も達成（一部達成）され，大きな問題は発生せずほぼ計画通りであり，計画は
妥当なものであったと考えている。
表４４ 研究開発計画
実施項目

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
要素技術−１
（重金属抽出方法の
検討）

重金属抽出

要素技術−２
（貴金属回収剤の開発）
Pd，Pt，Rh抽出
要素技術−３
（クロム処理剤の開発）
硫化鉄系クロム処理剤 「重金属処理剤TF-10S」上市

鉄-乳酸系クロム処理剤

（２）汚染土壌浄化剤の開発
要素技術−１
（重金属フェライト化
浄化技術の開発）

重金属フェライト化土壌浄化（回収）技術

要素技術−２
（微細鉄粉スラリー剤
の開発）

難分解性有機物浄化

当初予定
実施事項
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５−２

研究開発実施者の実施体制・運営

５−２−１

研究開発実施者の実施体制・運営

本研究開発は，公募による選定審査手続きを経て，東ソー株式会社が経済産業省
から補助金を受けて実施した。
研究開発の実施に当たっては，東ソー・南陽研究所・環境化学グループリーダー
（平成 15 年度〜平成 19 年度：榊 孝； 平成 20 年度：鈴木紳正）が業務担当責任者と
なり，研究開発計画・進捗・成果などの取りまとめと管理を行った。
また通常の化学分析に関しては主に株式会社東ソー分析センター （東ソーのグル
ープ会社）が受託し， PCB 分析および PCB 取扱指導などは環境テクノ株式会社（東ソ
ーのグループ会社）が担当した。
研究開発の内容・計画は同環境化学グループリーダーが原案を作成して計画書と
し，経済産業省がその内容を確認し，補助事業として交付決定した。計画書に基づき，
個別要素技術の研究開発の年間計画を業務担当責任者が作成し，実行に移した。
プロジェクトリーダーは２つのテーマに合わせて要員
を「飛灰処理剤チーム」，「土
壌浄化剤チーム」に分け，互いに成果を競う形で研究開発を行った。プロジェクトリー
ダーが研究員を招集してテーマに関する技術委員会を毎月度行 い，目標達成に向け
て綿密なデータ解析と検討方針の打合せを行った。
この研究開発の実施体制を 図５２ に示した。

≪ 研 究 開 発 体 制 ≫
東ソー株式会社

プロジェクトリーダー
環境化学グループ・リーダー
平成15年〜 19年度： 榊
平成20年度：

調 整
南陽研究所

孝

鈴木紳正
研究企画・生産技術部

技術委員会
有機化成品事業部

分
析
セ
ン
タ

ー

ム

東
ソ

ー

ム

ー

土
壌
浄
化
剤
チ

ー

飛
灰
処
理
剤
チ

株
式
会
社

環
境
テ
ク
ノ
株
式
会
社

図５２ 研究開発の実施体制
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５−２−２

成果の発信

2006 環境展への出展：
平成 18 年度の環境展（以下に概要を述べる）に出展し，本事業における開発
剤および開発技術を広く紹介し，市場の反応を調査し，また情報収集を行った。
主催：
後援：
会期：
会場：
テーマ：
目的：

株式会社日報アイ・ビー
環境省・経済産業省・東京都・日本経済団体連合会・廃棄物学会等
2006 年 05 月 23，24，25，26 日
東京ビッグサイト
動員数（主催者目標）： 20 万人
「人と地球の未来を守る環境革命への挑戦！」
廃棄物問題解決／社会・経済活動に関わる環境負荷低減の模索
環境浄化／廃棄物減量化・無害化・再資源化／大気・水質・土壌改
善の推進／省・新エネルギー啓発／環境・廃棄物関連産業の発展

参考（2006 年度来場者の業態内訳）：
1. 環境関連機器メーカー，プラントメーカー，商社
2. 商品製造・販売・流通業
3. 一般廃棄物・産業廃棄物処理業
4. 建設業，住宅・不動産，その他排出事業所一般
（2006 年度合計：

約 4.8 万人
約 3.0 万人
約 2.7 万人
約 2.0 万人
約 15.4 万人）

結果：
クロム処理剤に関して
クロム処理剤に関しては，新聞発表（次頁に 図３４ を再掲）の効果も
あり 46 社からの問い合わせがあった。
現に六価クロム汚染廃棄物処理の課題を抱えている民間産業廃棄
物業や民間企業等が 21 社（団体），エンジニアリング関係〔土木建設
業・プラントメーカー・エンジアリング会社〕が 9 社，環境浄化業や環境
浄化コンサルタントが 7 社，商社が 9 社であり，関心の高さが窺えた。
主に六価クロム汚染焼却飛灰の処理に関する問い合わせであったが，
合わせて排水や地下水処理に関する要望も高いことが判った。排水・
地下水処理に関する問い合わせは，予想に反し土木建設業や環境
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浄化業に限らず，全業種から受けた。

図３４（再掲）

重金属処理剤 TF-10S の化学工業日報での発表

有用な情報としては，従来の焼却方式を溶融方式に変更後に飛灰の
六価クロム溶出値が上昇している（５ページ，「事業の目的 」の項を参
照されたい）傾向がある事実を具体的に多数得られたこと，高温焼却
方式へのシフトや使用されるプラント部材の影響が六価クロム発生源
のひとつである可能性が示唆されたことであった。また本環境展での
相互情報交換（鉱業・非鉄精錬業，セメント製造業等）から，飛灰から
の重金属除去・資源回収に関する国内の事業動向が見え始め，廃棄
物分別が進むことで効率的な貴金属回収事業が将来的に可能となる
見通しも示された（試験的取り組みを開始した業種あり）。
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土壌等浄化案件に関して
重金属フェライト化浄化技術を含む土壌等浄化案件に関して 59 社か
らの問い合わせがあった。
現に重金属・有害有機物汚染土壌・地下水処理の課題を抱えている
民間企業等が約 15 社（団体），エンジニアリング関係〔土木建設業・プ
ラントメーカー・エンジアリング会社〕が 14 社，環境浄化業や環境浄化
コンサルタントが 18 社，商社が 7 社であった（分類不明の業種あり）。
飛灰はゴミや廃棄物焼却で発生するため，その処理は定常的に行わ
れているが，土壌浄化工事はスポット的に大規模に行われることが多
く，処理効果とコスト見合いで処方の選定や最終決定には時間がか
かるものであるが，潜在的な需要が多いことが判った。供給されるべき
薬剤は工法にマッチしたもの（性状・ハンドリング性・保存性）が要求さ
れることを，使用する側の声として具体的に把握することができた。
現に処理課題を抱えている企業等よりも，これからの環境浄化工事の
受注に備える建設・エンジニアリング関係，環境浄化業の問い合わせ
が過半数であった。
重金属の問い合わせでは，鉛，カドミウムに関するニーズが得られた。
有害有機物（ダイオキシン，PCB，VOC 等）浄化案件に関しても問い
合わせが多かったが，ダイオキシン等については高分解性能の薬剤
を要望する技術質問が多かった。
ダイオキシン等以外に残留農薬や難分解 VOC の浄化に関する問い
合わせもあり，今後，多岐にわたる有害ハロゲン化有機物の高性能分
解剤の需要に備える開発が必要であることを再認識した。
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５−３

資金配分

本研究開発には平成 15〜20 年度に総額 654 百万円（うち，補助金 559 百万円）を
要し，その資金は 表４５ のように配分した。補助金により順調に研究が進捗しており，
実用化が前倒しされる効果が高いこと等から 18 年度以降分については補助率 2/3 を
適用し，実施者にも応分の負担を求めることとした。
また，プロジェクトリーダーの主導のもと，概ね２テーマに均等な配分を行ったが，重
金属処理剤 TF-10S のベンチ製造設備建設を行いこの製品開発に注力した平成 16
〜17 年度には「新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発」への配分にウェイ
トを置いた。各要素技術の研究開発については既存の保有設備も活用するなど効率
的かつ機動的な資金運用を心がけた。
表４５ 資金配分

（単位：百万円）
平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

新規飛灰処方・
新規飛灰用
費 重金属処理剤の開発

用
総 汚染土壌浄化剤の開発
額
合計
うち補助金
（補助率）

５−４

総

額

119.5

98.2

45.8

36.6

40.0

30.7

370.9

109.1

27.4

22.7

24.9

57.3

41.6

283.1

228.6

125.7

68.5

61.5

97.3

72.3

653.9

227.8

117.5

67.6

39.0

62.0

45.0

558.8

（2/3）

（2/3）

（100％） （100％） （100％） （2/3）

費用対効果

本研究開発は，平成 15〜20 年度に 559 百万円の補助金を得て実施した。波及効
果として算出した省エネルギー効果〔原油換算： 1 万 kL＝飛灰からの重金属抽出方
法開発に関する波及効果（普及率：20 %） 0.8 万 kL＋汚染土壌浄化剤開発に関する
波及効果（普及率：20 %） 0.2 万 kL〕を金額換算すると，年間 560 百万円※１ と，補助金
の総額に相当する。これを年々継続することによって 2 倍，3 倍，…というようにより大き
な効果が見込まれると考えている。
※１

電気原油換算係数 3.75 kWh/L と電気代 15 円/kWh を 10,000,000 L
に乗じて算出した。

参考情報であるが，本研究開発の「汚染土壌浄化剤の開発」の要素技術-１「微細
鉄粉スラリー剤の開発」過程で得た改良基剤は平成 20 年度に改良上市剤 MX を適用
した約 40,000 トンの土壌浄化工事（分解対象は VOC）の実績に波及し，この量の土壌
焼成処分を回避することができた。この省エネルギー効果は 225 百万円※２ に相当し，
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本技術の費用対効果の一端を実証しており，さらなる普及が期待されている。
※２

土壌の焼成に必要な熱量原単位を 418 万 kJ/トンと見積もり，換算式
（1,000 万 kJ＝0.258 ｋL-原油）によって原油相当量を求め，これに電気原
油換算係数 3.75 kWh/L と電気代 15 円/kWh を乗じて求めた。

本プロジェクトで開発した処理方法や薬剤は，省エネルギーの目的以外に
①重金属抽出方法································· 埋立処分場延命と資源回収
②貴金属回収剤······································ 高効率資源回収
③クロム処理剤 ········································ 強酸性従来薬剤の代替
④重金属フェライト化浄化技術 ··········· 低コスト浄化方法（封じ込め方法に対抗）
⑤微細鉄粉スラリー剤···························· 難分解性有害物の常温・原位置・化学分解
というメリットを有し，いずれもコスト・パフォーマンスが良好であるため，市場に受け入
れられると考えており，平成 27 年までに，①〜⑤の合計で 15,000 T/Y 以上の薬剤市
場獲得を想定している。

５−５

変化への対応

（１）新規飛灰処方・新規飛灰用重金属処理剤の開発
平成 15 年〜20 年度の 6 年間，研究員参加によるテーマに関する技術委員会を毎
月度行い，目標達成に向けて綿密なデータ解析と検討方針の打合せを行った。議論
は活発に行うことを旨とし，アイデア的な作業仮設の提唱を奨励し，折に触れ現状否
定（これまでに常識と思われていることを常に再考察する癖をつける）を行うことで新し
い発想を誘導しようとしてきた。
技術委員会では技術事項以外にも環境保全分野でのニーズ調査結果の読み合わ
せも行った。廃棄物を焼却処理する現在の方法には，埋立処分場の枯渇やエネルギ
ー問題に加え，世界的に近々逼迫する金属資源（埋蔵量・生産量と使用量の対比予
測），特に都市鉱山に埋もれているとされる貴重なレアメタルに関して，その再資源化
の必要性が向上していること，資源リサイクルの有効な手段が求められていることを把
握し，本テーマの完成が急がれることを認識しながら研究開発を進めた。またヒ素，ク
ロムなどの環境汚染では国外にも深刻な状況がある（南アジアなどヒマラヤ山麓の天
然由来のヒ素汚染が一例）ことが浮き彫りになり，経済性に優れた有効な処方の開発
が求められている状況を把握しながら研究開発を進めた。
一方，テーマの開発剤に関する事業化・製品上市に関しては，毎年間 6 回以上の
討議を行い，複数の顧客あるいはプラントメーカー数社からの情報収集を直接行うな
ど，事業統括部門との連携を深めながら研究開発を進めた。
本研究テーマに影響する技術上の変化としては，当初目標とした Rh 抽出剤の開発
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において候補剤の Rh 選択性が得られず，期待とは逆のゼロであったことが挙げられる。
現在でも水溶液系で選択的な吸着回収を可能にする薬剤は見出されておらず，Rh 抽
出が困難であることは広く知られているが，この候補剤の Pt 選択性が高いことを利用
すべく発想を転換し，Pd→Pt の順で抽出し Rh を最後に残すように吸着塔を直列に繋
ぐ回収方法を設計することができた。Pd・Rh・Pt を合金ではなく単成分に分離して回収
するという初期目標を反映させ，対応できたものと考えている。
（２）汚染土壌浄化剤の開発
平成 15 年〜20 年度の 6 年間，研究員参加によるテーマに関する技術委員会を毎
月度行い，汚染物質抽出あるいは分解のメカニズムに関する作業仮説を構築するな
ど，目標達成に向けて綿密なデータ解析と検討方針の打合せを行った。議論は活発
に行い，アイデア的な作業仮設の提唱を奨励し，現状否定を行い新しい発想を誘導
しようとしてきたことは前節と同様である。
技術委員会では技術事項以外にも土壌浄化のニーズ調査結果の読み合わせも行
った。土壌を汚染する難分解性有機物にはダイオキシン以外にも残留農薬や比較的
低分子のハロゲン化物など様々な物質が存在し，浄化を必要とする汚染土壌量も増
えつつある（公開されつつある）現状を認識しながら研究開発を進めた。
一方，テーマの開発剤に関する事業化に関しては，毎年間 6 回以上の討議を行い，
営業部門と連携し数十回に渡る積極的なユーザー訪問を行いつつ研究開発を進め
た。昨年後半に始まった経済不況により，一時的に浄化工事は不活発になってはいる
が，現在までに計上されている汚染土壌再生のニーズはなくなることはないと考えてい
る。
本研究テーマに影響する技術上の変化としては，微細鉄粉スラリー剤開発におい
て，鉄粉を「微細化させるほど分解活性が向上する」という平成 15 年度当初作業仮説
が否定される事態が生じたことが挙げられる。従来のガルバニック化学電池機構への
考察付加を進め触媒機構を新たに仮説し，この検証から基剤の改良，そして PCB 分
解可能な薬剤開発に繋げることができた。十分な協議を繰り返し，開発目的の共有を
図り，常に新しい発想を持ちながら研究開発を推進したことによって対応できたと考え
ている。
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第３章 評価

第３章

評価

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

本研究開発は、飛灰処理、土壌浄化ともに、国土の狭隘なわが国では重要な課題であり、特に含
有重金属は環境リスクが高いことから国が対応するに適切な課題である。また、民間のみの開発で
はインセンティブが働きにくく、国の関与が必要と考えられる。
一方、飛灰、三元触媒、土壌など種々の媒体中での重金属除去・回収の提案は意欲的とも言える
が、反面、核となる技術がどこにあるのかが曖昧になった。
【肯定的意見】
○様々な波及効果が期待される重要な研究分野である。
○飛灰処理、土壌浄化ともに、国土の狭隘なわが国では重要な課題であり、特に含有重金属は環境
リスクが高いことから国が対応するに適切な課題であると判断する。
○飛灰や廃棄物中の重金属処理、汚染土壌の浄化とも、社会的な重要性の高い技術開発である。ま
た、民間のみの開発ではインセンティブが働きにくく、国の関与が必要と考えられる。
○３Ｒ分野および化学物質総合評価管理分野において高効率な重金属類回収技術は非常に重要で
ある。
○事業目的および政策的位置付けは概ね妥当である。また、国の関与は必要な案件である。
【問題点・改善すべき点】
●飛灰、三元触媒、土壌など種々の媒体中での重金属除去・回収の提案は意欲的とも言えるが、反
面、核となる技術がどこにあるのかが曖昧になった。また、飛灰処理の先行技術として三元触媒
系の技術開発を行うというスキームの科学的妥当性を明示すべきであった。
●省エネルギー技術開発プログラムの超燃焼システムの１つとするのは少し無理がある。
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２．研究開発等の目標の妥当性

各項目について技術的観点を中心として適切な数値目標が設定されている。また、個々の要素技
術に対して、適当な目標および指標が設定されている。
一方、三元触媒からの貴金属回収を飛灰と結びつけることについては入口と出口が違う印象を受
ける。また、三元触媒での技術が濃度レベルの違いを克服できて飛灰処理に適用し得るものである
ことを明示すべきであった。
【肯定的意見】
○適切な目標を設定している。
○各項目について技術的観点を中心として適切な数値目標が設定されている。
○個々の要素技術に対して、適当な目標および指標が設定されている。
○概ね、目標値の設定とその指標は妥当。

【問題点・改善すべき点】
●自動車触媒からの貴金属回収を飛灰と結びつけるのは、不適切である。入口と出口が違
う印象を受ける。
●飛灰中と土壌中とでは、そもそも重金属の存在形態や濃度に大きな違いがあるはずで、
それに対応して処理技術も異なってくる可能性がある。結果論かもしれないが、この点
の事前検討が甘かったと言えるのではないか。また、飛灰中の重金属は希薄であるため、
前段階としてまず三元触媒からの貴金属回収に目標を設定したことに関しては、三元触
媒での技術が濃度レベルの違いを克服できて飛灰処理に適用し得るものであることを
明示すべきであった。
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３．成果、目標の達成度の妥当性

全ての項目について達成されており十分な成果と判断する。また、相応の数の特許が出願されて
おり、個々の数値目標もおおむねクリアされていることから、設定した目標の枠内では、妥当な成
果が得られている。
一方、自動車触媒からの貴金属回収を飛灰と結びつけるのは、不適切である。
【肯定的意見】
○目標を達成している。
○全ての項目について達成されており十分な成果と判断する。
○相応の数の特許が出願されており、個々の数値目標もおおむねクリアされていることか
ら、設定した目標の枠内では、妥当な成果が得られている。
○クロム処理剤の開発、重金属フェライト化浄化技術については、目標が達成できてい
る。
○Pd吸着用リガンドについては、基本的な化合物での吸着性能の記載がないため判らな
いが、最終的に目標はシリカゲルへの坦持量を４倍にすることで達成されている。本
来はリガンド単独での性能で評価すべきと考えるが、目標を達成しているため、結果
として了解する。

【問題点・改善すべき点】
●自動車触媒からの貴金属回収を飛灰と結びつけるのは、不適切である。入口と出口が違
う印象を受ける。
●特許は多く出願されているが、学術論文のアウトプットが少ないことはやや不満であ
る。

113

４．事業化、波及効果についての妥当性

本事業で開発された個別要素技術のほとんどが実用化を達成、または 3 年以内に達成見込みであ
り、一部は製品として上市されている。また、産業廃棄物の処分の将来動向が不透明な中で、比較
的よく事業化を検討されており、事業化の進捗状況は妥当であると判断される。
一方、一般的に波及効果が大きくない課題ではないか。土壌のオンサイト処理のようなプロセス
開発について、今後、実施者が提示した工程表どおりに事業化に結びつけられるかは疑問がある。
また、成果は学会発表や学術論文の形で公表するべきである。また、省エネルギー量は波及効果の
項目ではなく、別の項目を立てて示してほしい。
【肯定的意見】
○様々な波及効果が期待される。
○一部の課題はすでに実用化されており、他の課題も実用化が十分視野に入っていると判
断される。
○本事業で開発した個別要素技術のほとんどが実用化を達成、または 3 年以内に達成見込
みであり、一部は製品として上市されていることから、事業化の進捗状況は妥当である
と判断される。
○産業廃棄物の処分の将来動向が不透明な中で、比較的よく事業化を検討していると思わ
れる。
○クロム処理剤の開発、重金属フェライト化浄化技術については、マーケッティングが
開始されており、事業化されている。また、展示会では多くの会社から問い合わせが
あり、関心の高さがうかがえる。
○貴金属回収研究については、コストの安い薬剤が開発されたとのことであり、自動車
の触媒回収において、現行の触媒が設備の改造なく、あるいは、大きなコスト負担が
なく、代替できるのであれば、立ち上がりは早いと考える。
【問題点・改善すべき点】
●事業化に向けてのシナリオが弱く、問題点や解決方法が十分には示されていない。
●一般的に波及効果が大きくない課題ではないか。
●貴金属回収剤など材料関係の開発は順調と思われるが、土壌のオンサイト処理のような
プロセス開発について、今後、実施者が提示した工程表どおりに事業化に結びつけられ
るかは疑問がある。
●成果は学会発表や学術論文の形で公表するべきである。開発した技術はクローズドにす
るのではなく、広く公開するとともに、科学的な評価を受けるべきである。
●波及効果については、省エネルギー量を波及効果としているが、本来、省エネルギー
を目的とした研究開発事業であるので、波及効果とは言えないのではないか。
別の項目を立てて、省エネルギー量の試算をして欲しい。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

研究開発計画、実施体制、運営ともに妥当であったと判断される。市場調査も適宜行われ、研究
開発との連携も行われている。
全ての課題をクリアした実施者の努力は評価されるが、補助率 100%とするほどの開発リスクが
あったかやや疑問が残る。その意味では中途で 2/3 とした判断は評価される。また、飛灰処理を最
終目標とする技術開発では、結果的に三元触媒からのレアメタル回収にとどまり、飛灰処理への具
体的な道筋の提示に至らなかった。
【肯定的意見】
○適切に運営されている。
○計画通りに進捗しており、実施体制・運営ともに妥当であったと判断される。
○工程表や費用配分は妥当であったと判断される。また、市場調査も適宜行われ、研究開
発との連携も行われている。
○研究開発計画、実施体制、資金配分などは概ね妥当と考える。
【問題点・改善すべき点】
●事業化に向けた検討が弱いように思われる。
●全ての課題をクリアした実施者の努力は評価されるが、補助率100%とするほどの開発
リスクがあったかやや疑問が残る。その意味では中途で2/3とした判断は評価される。
●チーム構成などはおおむね適当だったと思われるが、飛灰処理を最終目標とする技術
開発では、結果的に三元触媒からのレアメタル回収にとどまり、飛灰処理への具体的
な道筋の提示に至らなかった。これについては、リーダーのマネージメントが必ずし
も適切ではなかったようで、それゆえ結果的に「二兎を追う者は」的な成果になった
のではないか。
●技術委員会に大学、国研等の外部の研究者も入れて、研究開発を実施する上で、逐次
チェックしていく体制とすべきである。
●重金属回収薬剤の開発の説明内容については、研究開発の時間軸とは異なっており、
違和感がある。
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６．総合評価

技術的な検討は十分に行われ、興味深い成果が得られており、これらが数多くの知的財産に結実
している。土壌浄化技術については、数少ない効率的原位置浄化技術として評価できる。
また、全課題に共通する抽出技術についての技術ポテンシャルを巧みに活かしたプロジェクトと
考えられる。
中でも、飛灰中の重金属の除去や土壌浄化は、重要性の割に技術の体系化や技術革新が行われて
いない領域であり、その中で一定の成果を得ている。適用範囲（処理量、汚染の程度、目的物質を
選択的に除去できるかなど）がそれほど広くないであろう技術も含まれているが、既往の技術蓄積
を考えると肯定的に評価してよいと考える。
一方、提案と実施内容に整合性をつける必要がある。重金属除去を中心にしながらも、テーマが
拡散して要素技術相互間の関連性が曖昧になり、全体として散漫になった感は否めない。また、よ
り多くの波及効果を期待するために、できる限り学術誌等で公表する努力をすべきである。
【肯定的意見】
○技術的な検討は十分に行われ、興味深い成果が得られている。またこれらが数多く
の知的財産に結実している。
○土壌浄化技術については、数少ない効率的原位置浄化技術として評価できる。全課
題に共通する抽出技術についての東ソーの技術ポテンシャルを巧みに活かしたプロ
ジェクトと考えられる。
○飛灰中の重金属の除去や土壌浄化は、重要性の割に技術の体系化や技術革新が行わ
れていない領域であり、その中で一定の成果を得ている。適用範囲（処理量、汚染
の程度、目的物質を選択的に除去できるかなど）がそれほど広くないであろう技術
も含まれているが、既往の技術蓄積を考えると肯定的に評価してよいと考える。
○説明書の内容が実際の時間軸と異なる部分や、判りにくい部分があるが、目標の達
成度合いや研究開発の進め方は良好であり、実用化できていないものも事業化に向
けて検討を継続しているので、事業として良かったと考える。
【問題点・改善すべき点】
●提案と実施内容に整合性をつける必要がある。事業化に対する検討が弱い。
●重金属除去を中心にしながらも、飛灰処理からレアメタル回収、土壌汚染からVOC分
解とテーマが拡散して要素技術相互間の関連性が曖昧になり、全体として散漫にな
った感は否めない。
また、ヒアリングにおけるプレゼンテーションが、特にロジックの組み立てにおい
てきわめて不十分であった。プレゼンテーションの巧拙と事業の中身と直接関係な
いとは言え、要素技術間のつながりが曖昧になったことと共通の根をもっているの
ではないか。プロジェクトを統括するレベルでのロジカルシンキングが不十分だっ
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たのではないかと推察される。
●より多くの波及効果を期待するために、成果をすべて特許とするのではなく、でき
る限り学術誌等で公表する努力をすべきである。
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言

飛灰処理、土壌浄化ともにコスト低減が最大の課題と考えられる。今後も引き続き低コスト化に
向けての継続的技術開発を期待したい。また、もともと体系的な技術の蓄積があまりないと思われ
る分野であり、製品を上市して初めて見えてきたニーズもあるようなので、学術的・工学的知見を
蓄積し、無機系廃棄物処理の技術体系が確立されることを期待する。本プロジェクトにより重金属
除去の基盤技術は獲得できたと思われる。
一方で、ニーズ把握は不十分なところがある。想定している汚染物質の濃度、量、処理速度など
が明確ではない。汚染土壌のオンサイト処理のような場合には環境影響調査なども必要になるだろ
う。今後は、これらを克服して、プロセスとして実用化できるような開発が必要だと思われる。実
際に汚染された土地のサンプル等を入手し、実際の分解率を調査することをお勧めする。
【各委員の提言】
○事業化については、社内の然るべきセクションと検討を進める段階ではないか？
○提案型のプロジェクトの場合は、報告書に提案書との整合性が求められる。発表時
にはこれらの点を留意してほしい。
○飛灰処理、土壌浄化ともにコスト低減が最大の課題と考えられる。今後も引き続き
低コスト化に向けての継続的技術開発を期待したい。
○本プロジェクトにより重金属除去の基盤技術は獲得できたと思われる。一方で、ニ
ーズ把握は不十分なところがある。想定している汚染物質の濃度、量、処理速度など
が明確ではない。汚染土壌のオンサイト処理のような場合には環境影響調査なども必
要になると思われる。今後は、これらを克服して、プロセスとして実用化できるよう
な開発が必要だと思われる。
もともと体系的な技術の蓄積があまりないと思われる分野であり、製品を上市して
初めて見えてきたニーズもあるようなので、学術的・工学的知見を蓄積し、無機系廃
棄物処理の技術体系が確立されることを期待する。
○具体的な事業化、展開を促進していただきたい。また、研究成果を論文、学会発表等
で社会に還元するべきである。
○重金属抽出方法の開発については、坦持量を4倍にして、成果を出されているが、今
回以上の成果の出るリガンドは無かったのであろうか？
更なるスクリーニングを行って、捕捉率の高いリガンドを探索して欲しい。
微細鉄粉スラリー剤の開発については、実際に汚染された土地のサンプル等を入手
し、実際の分解率を調査されることをお勧めする。
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第４章 評点法による評点結果

第４章 評点法による評点結果

「高効率重金属処理剤研究開発」に係るプロジェクト事後評価の実施に併せて、以下に
基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評
点結果」のとおりである。
１．趣 旨
評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評価を行っ
た研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非について
評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9 回評価部会（平成 12 年
5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法について、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を行
っていくことが確認されている。
また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、プロ
ジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定され
ている。
これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価報
告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足する資
料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。
２．評価方法
・各項目ごとに４段階（Ａ（優）
、Ｂ（良）、Ｃ（可）、Ｄ（不可）<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様
>）で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に該当
する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、該
当と思われる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を付け
る。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果

評点法による評点結果
（高効率重金属処理剤研究開発）

評

価 項 目

平均点（※）

標準偏差

1.目的及び政策的位置付けの妥当性

2.2

0.40

2.目標の妥当性

1.8

0.75

3.成果、目標の達成度の妥当性

2.0

0.00

4.事業化、波及効果についての妥当性

2.0

0.00

5.マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

1.6

0.49

6.総合評価

2.0

0.00

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の評点の平均値を算出。
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「高効率重金属処理剤研究開発」プロジェクト評価（事後）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

対

処

方

針

○

飛灰処理、土壌浄化ともにコスト低減が最大の ○ 今後も安価な重金属回収キレート剤開発、貴金属抽出剤の合成工
程簡略化、クロム処理剤の安定剤低減、フェライト浄化においては
課題と考えられる。今後も引き続き低コスト化に
実際の重金属汚染濃度に対するコスト評価、微細鉄粉スラリーの合
向けての継続的技術開発を期待したい。また、も
成方法改良など低コスト化に向けての技術開発を継続する。また、
ともと体系的な技術の蓄積があまりないと思われ
る分野であり、製品を上市して初めて見えてきた
本分野は、体系的な技術の蓄積が少なく、今後、更に学術的・工学
ニーズもあるようなので、学術的・工学的知見を
的知見を蓄積し、無機系廃棄物処理の技術を体系的に整備していく
蓄積し、無機系廃棄物処理の技術体系が確立され
考えである。
ることを期待する。本プロジェクトにより重金属
除去の基盤技術は獲得できたと思われる。

○

一方で、ニーズ把握は不十分なところがある。 ○ 今後、飛灰からの重金属抽出に関しては施設ごと、焼却方式ごと
想定している汚染物質の濃度、量、処理速度など
に組成や性状が異なるため、入手飛灰についての評価など更なる実
が明確ではない。汚染土壌のオンサイト処理のよ
態調査を行なう。貴金属回収ではユーザー訪問を通して市場開拓を
うな場合には環境影響調査なども必要になるだろ
行っていく。汚染土壌に関しては、ゼネコン、施工業者、環境コン
う。今後は、これらを克服して、プロセスとして
サルタントなどへの情報収集のための訪問活動を積極的に展開す
実用化できるような開発が必要だと思われる。実
ることにより、実汚染土壌試料を入手し評価を行い、ニーズや環境
際に汚染された土地のサンプル等を入手し、実際
影響調査などの実態を十分に把握していく方針である。
の分解率を調査することをお勧めする。
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