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まえがき＝トンネル工事などで発生する掘削土，いわゆ
るずり

4 4

に高濃度の各種重金属類が含まれることが近年，
多くの事例で認められる。これは，平成21年度の土壌汚
染対策法の改定により，工場事業所の廃棄物などのいわ
ゆる人為的な汚染に加えて，旧法では対象外であった自
然由来による重金属汚染土壌の排出ならびに処理に関す
る規則が盛り込まれたためである。したがって，北海道
新幹線や中央新幹線（リニア新幹線）で計画されている
多くのトンネル工事において，掘削ずり中に処置が必要
な重金属類が検出される可能性はかなり高いと考えられ
る。これは，火山国である日本は地質学的に見て全国的
にひ素含有土壌 1 ）であること，さらに環境省が，中央
新幹線に関わる環境影響評価書に対する環境大臣意見 2 ）

として，「湧水については，水質・水量等を管理し，適
切に処理すること」，「地域特性に応じて大気質・騒音・
振動・土壌のモニタリングと措置を実施すること」を発
表し，工事で発生する水および土壌の管理を徹底するこ
とで自然環境保護に配慮するように要求しているためで
ある。
　一般的に，土壌中の各種重金属類を浄化する手段の一
つとして原位置浄化法がある。これは，有害物質含有土
壌の搬送を最小限に抑え，かつ有害物質の拡散を防止で
きる有効な方法であり，すでに遮水工法や吸着層工法 3 ）

が実用化 4 ）されている。遮水工法とは，遮水シートな
どによって重金属汚染土を覆って地下水汚染を防止する
方法であるが，コスト高や工期の長さに課題がある。一
方，吸着層工法は，底面に設けた吸着層の上に重金属汚
染土壌を盛土する方法である（図 1 ）。重金属汚染土壌
から溶出した重金属類を吸着層で浄化し，地下水汚染を
防止する方法である。遮水工法のように全体をシートで

覆う必要がないため，コストが安く抑えられることが特
長である。当社は，吸着層工法に用いる吸着剤として，
重金属類の吸着反応を促進する成分を合金化した鉄粉

（商品名「エコメルTM 注）」53NJ，以下エコメルという）
を販売している。エコメルは国土交通省の定める新技術
情報提供システムNETISに登録（登録番号KK-120063-A）
されている。
　本稿では，①エコメルの各種重金属類除去性能を向上
させるための添加剤混合法，②吸着層工法の実現場での
環境を模擬すべく適用した半連続通水式カラム評価装置
を用いた長期浄化性能評価結果について報告する。な
お，ふっ素およびほう素は重金属ではないが，本稿では
便宜上重金属類として言及した。

重金属浄化用鉄粉「エコメルTM」53NJの性能
Adsorptive Properties of "ECOMELTM " 53NJ for Heavy Metal Compounds
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（技術資料）

Water-atomized iron powder, "ECOMELTM" 53NJ, has excellent adsorptive properties for heavy metal 
compounds, such as inorganic arsenic (As) compounds in the soil and water. Moreover, applying iron 
chloride compounds together with ECOMEL showed higher adsorptive properties than did ECOMEL 
alone; and, in particular, fluoride compounds were successfully adsorbed to ECOMEL by the generation 
of stable compounds, reducing fluoride compounds below the environmental standard. Boride was also 
insolubilized by applying a mixture of slaked lime and aluminum sulfate additive. A semi-continuous 
water flow column test revealed that the As adsorption capacity was more than 8.4mg/g and the life 
span was more than 40 years for a neutral arsenic solution, whereas the As adsorption capacity and 
life span when using the alkaline arsenic solution were more than 7.6mg/g and 30 years, respectively. 
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図 1  吸着層工法
Fig. 1  Adsorption layer method
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　エコメルにはこのほかに，揮発性有機化合物（Volatile 
Organic Compounds，以下VOCという）除去用エコメ
ル 5 ）があり，工場跡地などVOCで汚染された地域には
VOC用に特化したエコメル54NJ-1および58NJ-1も上市
販売している。

1 . エコメルの概要

1. 1　エコメルの製造方法
　当社の鉄粉は水アトマイズ法で製造されている。図 2
に水アトマイズ法の概略図を示す。鉄スクラップを溶
解，精錬して製造することから，成分調製の自由度が高
く，さらにアトマイズの水圧などの諸条件を調整するこ
とで生成する粉末の形状や粒度分布の制御が可能であ
り，かつ大量生産に適応できる鉄粉製造法である。
　図 3 にエコメルの電子顕微鏡（SEM）写真，および
図 4 にエコメルの粒度分布を示す。エコメルは 1 mm未
満の大きさで，平均粒径は約70μmである。
1. 2　エコメルの浄化原理
　人の健康保護に関する環境基準として定められた成分
の中で，一般的に重金属類として挙げられているものに
ひ素，セレン，鉛，6 価クロム，カドミウム，ふっ素，
およびほう素がある。エコメルは，促進成分の添加によ
って鉄イオン（Fe2＋など）の継続的な溶出を可能とし，
溶出した鉄イオンは広いpH領域で重金属類と安定的に
不溶性化合物を形成して鉄粉上に吸着する作用を有して
いる。例えばひ素は，土壌・地下水中においてひ酸

（AsO4
3－）などの形態で存在しているが，鉄イオンとひ

酸鉄（ 3 Fe2＋＋ 2 AsO4
3－→Fe3（AsO4）2 など）を形成さ

せることで不溶化 6 ）できる。同様に 6 価クロム，鉛，
およびカドミウムなども鉄イオンとの反応で不溶化が可
能である。ただし，セレンは 2 価鉄とセレン酸との反応
で不溶性化合物を形成しないが，鉄によってセレン酸が
金属セレンへ還元される（金属 3 Fe＋SeO4

2－→ Se↓＋
3 Fe2＋＋ 4 O2－）ことで不溶化を可能にしている。

2 . 添加剤混合による重金属類除去性能の向上

　本章では，エコメルの重金属類吸着除去性能を添加剤
混合により向上させた結果について報告する。吸着除去
性能の評価には図 5 に示すバッチ試験機を用いた。この
評価試験は重金属類含有水とエコメルを連続的に接触さ
せる方法であり，重金属含有水が吸着剤中をワンパスす
る吸着層工法とは重金属吸着条件が異なる。しかしなが
ら，重金属吸着性能を評価する方法として事実上の業界
標準法であることから，本方法にて評価した。
2. 1　エコメル単体および塩化鉄混合での重金属類の吸

着性能
　エコメルは単体でもひ素，セレン，鉛， 6 価クロム，
およびカドミウムなどの重金属類を吸着除去することが
可能 7 ）である。しかしながら，ふっ素についてはエコ
メル単体では吸着性に劣ることが確認されている。一方
で，最近の汚染事例として，トンネル工事で発生する掘
削ずりにふっ素が含まれるとの報告 8 ）もあり，ふっ素
除去に対する社会的ニーズが高まっている。

図 3  エコメルの電子顕微鏡写真
Fig. 3  Microphotograph of ECOMEL

図 2  水アトマイズ鉄粉製造プロセス
Fig. 2  Schematic diagram of water-atomized iron powder

図 4  エコメルの粒度分布
Fig. 4  Particle size distribution of ECOMEL

図 5  バッチ試験機
Fig. 5  Apparatus for batch test
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　そこで種々検討したところ，エコメルと塩化第二鉄六
水和物を混合することにより，ふっ素の除去が可能にな
るとともに他の重金属除去性能も大きく向上することを
見いだした。以下にその詳細を示す。
2. 1. 1　実験方法
　試験に供した重金属類の試薬および原水濃度は以下の
とおりである。溶液の調製にはイオン交換水を用いた。
　　ひ素：Na2HAsO4・ 7 H2O（ひ酸水素二ナトリウム

七水和物），1 mg/L
　　セレン：Na2SeO4（セレン酸ナトリウム），1 mg/L
　　鉛：鉛標準液（Pb-1000），1 mg/L
　　 6 価クロム：K2Cr2O7（二クロム酸カリウム），5 mg/L
　　カドミウム：Cd（NO3）2 （硝酸カドミウム），1 mg/L
　　ふっ素：NaF（ふっ化ナトリウム），5 mg/L 
　つぎに，内容積が500mlの蓋付きのポリエチレン製容
器に，上記重金属の溶液を個別に250ml添加した。吸着
剤種として，エコメル単体系（0.25g）およびエコメル

（0.20g）と塩化第二鉄六水和物（以下，塩化鉄という）
（0.05g）の混合系の 2 種類をポリエチレン製容器に投入・
密封し，24時間振盪（とう）した。振盪後，ポアサイズ
0.45μmのメンブレンフィルタで吸引ろ過した後，ろ液
を重金属類濃度測定に供した。定量方法は，ひ素および
セレンはICP発光分光分析法，鉛， 6 価クロム，および
カドミウムはICP質量分析法，ふっ素はランタン－アリ
ザリンコンプレキソン吸光光度法を用いた。
2. 1. 2　結果および考察
　エコメル単体系およびエコメルと塩化鉄の混合系を用
いた時の重金属浄化性能結果を図 6 に示した。エコメル
単体ではひ素，セレン，鉛， 6 価クロム，およびカドミ
ウムの残留濃度を大きく低下させたが，ふっ素は低下さ
せることができなかった。しかし，エコメルと塩化鉄の
混合系ではひ素，セレン，鉛， 6 価クロム，およびカド
ミウムの残留濃度をさらに大幅に低下させるとともに，
エコメル単体では困難であったふっ素も大幅に低減でき
ることが判明した。
　塩化鉄の併用による吸着性能向上メカニズムは次の様
に推測される。ひ素， 6 価クロム，カドミウム，および
鉛については，塩化鉄が鉄と反応しやすい性質（ 2 Fe3＋

＋Fe→ 2 Fe2＋など）を有していることから，エコメル
から 2 価の鉄イオンなどの溶出量を増加させることで不
溶性化合物の形成促進が行われたと考えられる。セレン
の場合は， 2 価鉄が形成される際にセレンイオンの還元
に必要な電子が多く供給される（Se6＋＋ 6 e－→Se）こ
とにより，不溶化物質としての金属セレンの形成反応が
促進されたと考えられる。ふっ素の場合は，ふっ化物イ
オンと鉄イオンが反応し，不溶化されたと考えられる。
この不溶化形態を把握するために，高濃度（5,000mg/L）
のふっ化ナトリウムをエコメルと塩化鉄の混合系で吸
着除去（溶液量：250ml，エコメル： 4 g，塩化鉄 ：
1 g，48時間振盪）した鉄粉のX線光電子分光（X-ray 
Photoelectron Spectroscopy，以下XPSという）分析結
果を図 7 に示した。これより，鉄とふっ化物がふっ化鉄

（FeF2など）に類する不溶化物質としてエコメル上に吸

着していることが確認できた。
　なお，本実験では塩化第二鉄六水和物（FeCl3・
6 H2O）を用いたが，塩化第一鉄四水和物（FeCl2・
4 H2O）を用いても同様の効果が得られることを確認し
ている。入手の容易性，コスト，および取り扱いの観点
などで使い分けることが可能である。
2. 2　ふっ素およびほう素の吸着性能評価実験
　近年，ほう素もトンネル工事で発生する掘削ずりに含
まれるとの報告 9 ）があり，社会的ニーズが高まってい
る。しかし，エコメル単体ではふっ素と同様ほう素を吸
着することはできない。一方，ほう素は消石灰と硫酸ア
ルミニウムの反応で形成される複合酸化物であるエトリ
ンガイト構造体（ 3 CaO・Al2O3・ 3 CaSO4・32H2O）に
ほう素が取り込まれる形態で除去可能であることが知ら
れている。この知見を基に，エコメルに消石灰および硫

図 7  ふっ素を飽和吸着したエコメルのXPSスペクトル
Fig. 7  XPS spectra of F-saturated ECOMEL

図 6  エコメル単体およびエコメルと塩化鉄を併用した時の重金
属類除去性能

Fig. 6  Adsorption performance of ECOMEL with and without 
FeCl3・ 6 H2O against various heavy metals
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酸アルミニウムを併用したところ，ほう素を吸着できる
ことが明らかとなった。そこで今回の評価では，ふっ素
を除去できる配合組成にほう素を除去するための化合物
を混合することにより，ふっ素およびほう素のいずれも
除去できることを確認する実験を行った。
2. 2. 1実験方法
　試験に供した重金属類の試薬および原水濃度は以下の
とおりである。溶液の調製にはイオン交換水を用いた。
　　ふっ素：NaF（ふっ化ナトリウム），10mg/L
　　ほう素：H3BO3（ほう酸），10mg/L
　つぎに，内容積が500mlの蓋付きのポリエチレン製容
器に上記混合溶液を個別に250ml添加した。吸着剤種と
してエコメル：2.5～1.25g，塩化鉄： 0 ～1.25g（エコメ
ルと塩化鉄の総量は2.5g），消石灰：1.5g，および硫酸ア
ルミニウム： 1 gをポリエチレン製容器に投入・密封し
た後，24時間振盪した。振盪後，ポアサイズ0.45μmの
メンブレンフィルタで吸引ろ過した後，ろ液を濃度測定
に供した。ほう素の除去に必要な消石灰と硫酸アルミニ
ウムの混合量・混合比は，事前実験で消石灰：硫酸アル
ミニウム＝60：40，消石灰と硫酸アルミニウム総量の水
分に対する重量換算比（固液比）は 1 ：100が必要であ
ることを確認していたため，本実験では消石灰と硫酸ア
ルミニウムの添加量は固定した。なお，ほう素の定量は
カルミン法による吸光光度法を用いた。
2. 2. 2　結果および考察
　ふっ素およびほう素の単独除去実験結果を図 8 に示
す。本実験は消石灰と硫酸アルミニウムの添加量はいず
れも一定であるため，変化させたエコメルと塩化鉄量の
混合比率（エコメル／〔エコメル＋塩化鉄〕×100，以下
エコメル混合重量比率という）とほう素，ふっ素濃度の
関係を図中に示した。これより，ほう素はエコメル混合
重量比率の影響をほとんど受けず，環境基準値（1.0mg/
L）以下に低下することを確認した。一方，ふっ素はエ
コメル混合重量比率の低下に伴って残留濃度が低下し，
エコメル混合比率＝50%で環境基準値（0.8mg/L）以下
に低下することが分かった。つまり，ふっ素とほう素を
同時除去する場合，エコメル混合重量比率＝50%に設定

すれば良いと確認できた。一方，ふっ素／ほう素を同時
に添加した溶液に対し，エコメル混合重量比率を50%に
調整したエコメルと塩化鉄，および規定量の消石灰と硫
酸アルミニウムを加えた条件で同時吸着実験を別途実施
したところ，いずれも環境基準値以下まで低下させられ
ることを確認している。
　今後，実案件によっては除去対象となる重金属類が複
雑に混合された場合も想定されるが，その際には同様の
プロセスを繰り返し行いながら，各種重金属類を吸着す
るのに最適な添加配合量を求める必要がある。

3 . 半連続通水式カラム評価試験装置によるエコ
メルの寿命予測

　エコメルを吸着層工法で用いる場合，エコメルの重金
属除去性能がどれだけの期間維持されるかは材料の信頼
性に結びつくと考えられる。そこで，吸着層工法の使用
環境を模擬すべく図 9 に示す半連続通水式カラム評価
試験装置を適用した促進実験を行った。なお，吸着層工
法では，雨水が重金属含有掘削ずりを通過する際に生成
する重金属溶出水を吸着層で浄化することを想定してい
ることから，半連続通水式カラム評価装置の実験条件
は，日本の一般的な降水条件を基準に決定した。また，
実際の自然現象を模擬するために，休日は通水せずにカ
ラムを干上がらせることで乾／湿繰り返し条件とした。
加えて，掘削ずりによってはアルカリ性を示すものもあ
ることから，pHを中性（未調整）およびアルカリ性に
調整した 2 種類のひ素溶液を用いた。
3. 1　実験方法
　試験に用いた装置（図 9 ）は，カラム長475mm，外
径50mm，内径40mmのアクリル製中空円筒管であり，
円筒管底部にシリコン栓を装着し，脱脂綿およびろ紙を
載せ，その上に吸着層を形成させて頭頂部より重金属含
有供給水を通水させる構成とした。

図 8  塩化鉄および消石灰・硫酸アルミニウムの混合によるふっ
素・ほう素除去

Fig. 8  Adsorption performance of ECOMEL with FeCl3・ 6 H2O, 
slaked lime and aluminum sulfate against B and F

図 9  半連続通水式カラム評価試験装置
Fig. 9  Testing apparatus for semi-continuous water flow column
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　重金属種には 5 価のひ素 ［As（V）］であるひ酸水素二
ナトリウム七水和物を用い，濃度が 1 mg/Lの重金属含
有供給水（以下，中性ひ素溶液という）を調製した。ま
た，この重金属含有水を水酸化ナトリウムであらかじめ
pH9.5に調整（以下，アルカリ性ひ素溶液という）して，
アルカリ性雰囲気を模擬した供給水を作製した。なお，
実際のずりからのひ素溶出濃度は通常0.01～0.1mg/Lで
あるが，本実験では加速試験のため，この10～100倍の
ひ素濃度とした。
　吸着層には，中性ひ素溶液の場合，エコメル単体を用
い，母材 1 m3あたり50kgの配合とするため，母材とし
て用いた珪砂 6 号（300g）に対して9.69gのエコメルを
添加した。アルカリ性ひ素溶液の場合，エコメルに加え
てpH調整剤として硫酸第一鉄一水和物を混合したもの
を用いた。この場合，母材 1 m3あたり40kgの配合とす
るため，珪砂 6 号（300g）に対してエコメル7.75g，硫
酸第一鉄一水和物5.04gを添加した。この硫酸第一鉄一
水和物の量は，固液比 1：1,000での250mlバッチ試験結
果においてpHを9.5から6.0以下に低下させる添加量であ
る。母材と吸着剤を均一に混合させるため，縮分して 8
回に分けてカラム内に投入し，ランマ 1.5kgで20cm高さ
から 5 回締め固めを実施し，吸着層の厚みを約18cmに
調整した。
　通水は，サイホンの原理を利用して水位を一定に保つ
ようにした上で，回収容器が静置されている天秤の重量
を測定しながら，時間あたりの通水量が一定になるよう
に開閉バルブで通水量を調整した。 1 日の通水量として
は，国内の一般的な最大降水量である約225mm/日

（277g/日）とした。国内の年間平均降水量を1,612mmと
すると，計算上約 7 日程度の通水で 1 年分の降水量を模
擬できることになる。回収容器を 1 日ごとに回収し，ポ
アサイズ0.45μmのメンブレンフィルタで吸引ろ過を行
った後，おおよそ 1 週間ごとの回収液について濃度分析
を実施した。 5 価ひ素［As（V）］の濃度分析は，濃度
に応じて試験紙の色の変化で濃度判定する半定量イオン
試験紙メルコクァント（メルク㈱の登録商標）を用いた
簡易分析法で実施した。なお，分析の最小検出幅は
0.005mg/Lである。

3. 2　結果および考察
　中性ひ素溶液を試験経過日数で441日，供給総水量59, 
277mm（72,977ml）の時点まで通水した結果を図10に
示す。本実験範囲内で回収水のひ素濃度は環境基準値以
下に低下している。加えて，吸着量は最終分析時点で
8.4mg/gであった。
　一方，バッチ法により行った 5 価ひ素［As（V）］の吸
着性能試験（ひ素濃度を0.1，1.0，および10mg/Lとし，
エコメルの添加量を0.5および 5 g/Lと変えて24時間振
盪）における吸着等温線（一定温度下でひ素がエコメル
に吸着される際の濃度と吸着量の相関をプロット）の結
果を図11に示した。バッチ法において環境基準値

（0.01mg/L）の濃度になる時の平衡吸着量は0.5mg/gで
ある。これと比較すると，半連続通水式カラム評価試験
装置では10倍以上の吸着量を示す結果となっている。通
常，バッチ法で得られた結果から吸着剤の性能を評価す
ることが多く，現行ではエコメルの性能が過小評価され
ている可能性がある。半連続通水式カラム評価とバッチ
法の性能差が生じた原因の解明は今後の課題であるが，
エコメルとひ素の接触効率，バッチ法では空気との強制
接触でエコメルが酸化したことにより 2 価鉄の溶出量が
低下した可能性などに原因があると推定している。
　つぎに，試験経過日数387日，供給総水量48,304mm

図12 アルカリ性ひ素溶液に対するエコメルと硫酸鉄混合物のひ
素除去性能（半連続通水式カラム試験）

Fig.12 Results of removing As of ECOMEL and FeSO4・H2O system 
under alkaline As solution by semi-continuous water flow 
column test

図11  バッチ試験によるエコメルのひ素吸着能力
Fig.11  Ability of As adsorption by batch test

図10 中性ひ素溶液に対するエコメルのひ素除去性能（半連続通
水式カラム試験）

Fig.10 Results of removing As of ECOMEL under neutral As-
solution by semi-continuous water flow column test
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（59,468ml）の時点まで通水したアルカリ性ひ素溶液の
浄化性能結果を図12に示す。これまでの通水量の範囲
内で破過はしておらず，回収水のひ素濃度は環境基準値
以下に低下している。添加剤を除いたエコメルのみでの
吸着量も最終分析時点で7.6mg/gと中性ひ素溶液と同様
に高い値を示している。また，pHの推移結果を図13に
示す。通水開始直後は 6 以下の酸性側にシフトしたが，
約5,000ml以降はほぼ安定的に中性付近を示す傾向が確
認 で き て い る。 硫 酸 第 一 鉄 一 水 和 物 は 水 に 可 溶

（25.6g/100ml［20℃］）であるが，本実験系において容易
に系外に排出されず徐放性を有していることは興味深い
結果である。
　なお，本実験での累積供給水量を年間降水量で換算す
ると，中性ひ素溶液でのエコメル単体系では約40年，ア
ルカリ性ひ素溶液でのエコメルと硫酸第一鉄一水和物の
混合系では約30年の浄化耐久性能を有すると期待でき
た。さらに，本実験では加速試験として実際のずりから
のひ素溶出濃度の10～100倍としているため，実環境に
おいてはより長期間の寿命が期待できる。今後，両実験
ともに破過するまで継続し，吸着寿命を把握する予定で
ある。

むすび＝水アトマイズ鉄粉「エコメル」の各種重金属吸
着除去性能は以下のようにまとめられる。
　・エコメルは，ひ素，セレン， 6 価クロム，カドミウ

ム，および鉛の除去性能を有し，塩化鉄の混合でさ
らに除去性能が向上するとともに，ふっ素の除去性
能も発現することを見いだした。

　・エコメルと塩化鉄の混合系にさらに消石灰・硫酸ア
ルミニウムを混合することにより，ふっ素除去性能
を低下させることなくほう素も除去することが可能
であることを明らかにした。

　・エコメルは，半連続通水式カラム評価試験から，実
環境においては中性ひ素溶液に対して8.4mg/g以上
のひ素吸着量と40年以上の寿命が期待できる。同様
に，アルカリ性ひ素溶液に対しては，硫酸第一鉄一
水和物を混合することにより7.6mg/g以上のひ素吸
着量と30年以上の寿命が期待できることを明らかに
した。

　今後，北海道新幹線，リニア新幹線，あるいは首都圏
での地下鉄道・道路の大規模プロジェクトなどを含む大
型トンネル工事で生じる自然環境由来の浄化案件におい
て，従来のずりを対象にした吸着層工法だけでなく，新
たに泥水処理10）～12）にもエコメルを適用することで環境
保全に貢献していきたい。
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図13  アルカリ性溶液からのひ素除去時のpHの推移
Fig.13 Changes of pH under alkaline solution applying ECOMEL＋

FeSO4・H2O system by semi-continuous water flow column 
test


