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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重金属含有排水にジチオカルバミン酸系重金属捕集剤を加えて該排水中の重金属成分を
除去するための、該ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤の必要添加量を決定する重金属捕
集剤の薬注制御方法において、
　該重金属含有排水にジチオカルバミン酸系重金属捕集剤を添加し、このジチオカルバミ
ン酸系重金属捕集剤添加後、固液分離された処理水に重金属化合物として水溶性の鉄塩又
は銅塩を加え、
　重金属イオンと該処理水中のジチオカルバミン酸系重金属捕集剤とを反応させて発色さ
せた後に４００～５００ｎｍの波長の吸光度又は透過率を測定し、その測定結果に基づい
て、前記ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤の添加量を制御することを特徴とする重金属
捕集剤の薬注制御方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記吸光度又は透過率より求められる処理水中の捕集剤濃度が１０
～３０ｍｇ／Ｌとなるように前記重金属捕集剤の添加量を制御することを特徴とする重金
属捕集剤の薬注制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重金属捕集剤の薬注制御方法に係り、特に重金属含有排水にジチオカルバミ
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ン酸系重金属捕集剤を加えて該排水中の重金属成分を除去する重金属含有排水の処理方法
におけるジチオカルバミン酸系重金属捕集剤の薬注制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　メッキ排水、塗装排水等の重金属含有排水は、銅、クロム、亜鉛、鉛、マンガン、鉄、
ニッケル、カドミウム等の重金属を含むものであり、これらの重金属含有排水は、水質汚
濁防止法等により適切な処理を行うことが義務づけられている。
【０００３】
　重金属含有排水の処理法として、ジチオカルバミン酸基を主体とするキレート系重金属
捕集剤を添加して、凝集沈殿処理を行う方法が知られている（特許文献１）。このジチオ
カルバミン酸系重金属捕集剤を用いた重金属含有排水の処理方法において、重金属含有排
水の水質変動にかかわらず、キレート系重金属捕集剤を定量添加で処理すると、キレート
系重金属捕集剤添加量が不足する場合も過剰添加の場合、処理水質が低下する。一方、過
剰添加の場合にはジチオカルバミン酸系重金属捕集剤コストが徒に嵩む。
【０００４】
　特許文献１には、重金属含有排水にキレート系重金属捕集剤を加えて該排水中の重金属
成分を除去するに当たり、該重金属含有排水にキレート系重金属捕集剤を添加し、このキ
レート系重金属捕集剤の添加量と、このキレート系重金属捕集剤の添加前後の該排水の酸
化還元電位の変化量を測定し、この測定結果に基いて、必要添加量を決定する方法が記載
されている。
【０００５】
　キレート系重金属捕集剤は、キレート形成基（ジチオカルバミン酸基）を持ち、この基
が排水中の重金属イオンと反応して不溶化物を作り沈殿を生成する。この反応時には、酸
化還元電位（ＯＲＰ）が低下する。特許文献１の方法は、このＯＲＰの変化、即ち、処理
対象排水へのキレート系重金属捕集剤の添加濃度を変化させるとそれに応じて、重金属捕
集剤の添加濃度が高くなるほどＯＲＰが低くなるように変化することを利用したものであ
る。
【０００６】
　特許文献２には、重金属抽出処理物などの廃棄物からサンプルを採取し、サンプルの所
定量に対して液体キレート剤を添加してサンプル中の重金属と液体キレート剤とを反応さ
せ、液体キレート剤を添加したサンプルについて、液体キレート剤について特異的な波長
における吸光度ＩＢを求め、吸光度ＩＢからサンプル中の未反応の液体キレート剤の量Ｂ
を求め、空試験により添加した液体キレート剤の全量に相当する波長における吸光度ＩＡ
を求め、吸光度ＩＡから添加した液体キレート剤の全量Ａを求める。この全量Ａと量Ｂの
差から重金属と反応した液体キレート剤の量Ｃを求め、この量Ｃとサンプルの所定量との
比に基づいて廃棄物を処理するに適正な液体キレート剤の添加量を決定することが記載さ
れている。特許文献２には、キレート剤がジチオカルバミン酸系の場合、この波長として
２８６ｎｍ、２５７ｎｍ、２１５ｎｍが記載されている。
【０００７】
　特許文献３には、重金属含有飛灰をジチオカルバミン酸系キレート剤で重金属不溶化処
理する方法が記載されている。この特許文献３には、液中のキレート剤濃度を３３０ｎｍ
以上の波長（具体的には３５０ｎｍ）の吸光度によって測定することが記載されている（
特許文献３の００１８段落、００２８段落）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－３４０８７４
【特許文献２】特開平１０－３３７５５０
【特許文献３】特開２０１０－２６００１０
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２，３の吸光度法によるジチオカルバミン酸系キレート剤の定量は、ジチオカ
ルバミン酸系キレート剤それ自体の吸光度を検出するものであるため、重金属含有排水の
処理等のジチオカルバミン酸系キレート剤の濃度が低い場合や、吸光度に影響する検水中
の有機物濃度が変動する場合などにあっては、測定精度が低いものとなる。
【００１０】
　本発明は、重金属含有排水をジチオカルバミン酸系重金属捕集剤によって処理する方法
において、この重金属捕集剤の薬注量を過不足のない適正量とすることができる重金属捕
集剤の薬注制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１の重金属捕集剤の薬注制御方法は、重金属含有排水にジチオカルバミン酸系重
金属捕集剤を加えて該排水中の重金属成分を除去するための、該ジチオカルバミン酸系重
金属捕集剤の必要添加量を決定する重金属捕集剤の薬注制御方法において、該重金属含有
排水にジチオカルバミン酸系重金属捕集剤を添加し、このジチオカルバミン酸系重金属捕
集剤添加後、固液分離された処理水に重金属化合物として水溶性の鉄塩又は銅塩を加え、
重金属イオンと該処理水中のジチオカルバミン酸系重金属捕集剤とを反応させて発色させ
た後に４００～５００ｎｍの波長の吸光度又は透過率を測定し、その測定結果に基づいて
、前記ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤の添加量を制御することを特徴とするものであ
る。
【００１４】
　請求項２の重金属捕集剤の薬注制御方法は、請求項１において、前記吸光度より求めら
れる処理水中の捕集剤濃度が２～１０ｍｇ／Ｌとなるように前記重金属捕集剤の添加量を
制御することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の重金属捕集剤の薬注制御方法では、重金属含有排水へのジチオカルバミン酸系
重金属捕集剤の添加量を決定する際に、該排水に該捕集剤を添加し、固液分離し、固液分
離処理水に水溶性鉄塩、銅塩等の重金属化合物を添加して重金属イオンと残留ジチオカル
バミン酸系重金属捕集剤とを反応させて発色させた後、４００～７００ｎｍの吸光度又は
透過率を測定する。このように、重金属イオンとジチオカルバミン酸系重金属捕集剤との
反応によって発色させ、４００～７００ｎｍの可視光域の吸光度又は透過率を測定するた
め、該捕集剤の可視光吸収の影響を受けることなく、また吸光度又は透過率に影響する有
機物濃度が変動する場合であっても、残留捕集剤を精度よく検出ないし定量することがで
きる。４００～７００ｎｍの吸光度センサ又は透過率センサは、ＵＶ吸光度センサ等に比
べて安価である。
【００１７】
　なお、固液分離処理水中に十分量の重金属イオンが予め存在する場合には、重金属化合
物を添加しなくても発色反応が生じ、該残留捕集剤を検出ないし定量することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施の形態に係る重金属捕集剤の薬注制御方法を示すフロー図である。
【図２】別の実施の形態に係る重金属捕集剤の薬注制御方法を示すフロー図である。
【図３】重金属捕集剤の吸光度を示すグラフである。
【図４】Ｆｅ２＋を添加したときの吸光度を示すグラフである。
【図５】Ｆｅ２＋を添加したときの吸光度を示すグラフである。
【図６】Ｆｅ２＋を添加したときの吸光度を示すグラフである。
【図７】Ｃｕ２＋を添加したときの吸光度を示すグラフである。
【図８】Ｆｅ３＋，Ａｌ３＋又はＣａ２＋を添加したときの吸光度を示すグラフである。
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【図９】Ｃｕ２＋又はＦｅ２＋を添加したときの吸光度を示すグラフである。
【図１０】Ｃｕ２＋を添加したときの吸光度を示すグラフである。
【図１１】処理水中のＮｉ，Ｚｎ濃度を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明についてさらに詳細に説明する。
【００２０】
　本発明では、重金属含有排水にジチオカルバミン酸系重金属捕集剤を添加して、該排水
中の重金属を該捕集剤と反応させて不溶化させた後、固液分離する。
【００２１】
　この重金属含有排水としては、鉄鋼や半導体及び自動車製造のメッキ工程、清掃工場や
発電所の洗煙、集塵工程、電池、硝子製造工程、産業廃棄物処理場の埋立浸出水などから
の排水が例示されるが、これに限定されない。
【００２２】
　この重金属含有排水中の重金属としては、水銀、カドミウム、砒素、鉛、６価クロム、
セレン、銅、亜鉛、マンガン、２価鉄、ニッケル、３価鉄などが例示されるが、これに限
定されない。
【００２３】
　重金属含有排水中の重金属イオン濃度は、通常は約１００ｐｐｍ以下、例えば１～５０
ｐｐｍ程度であるが、これに限定されない。
【００２４】
　ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤としては、ジチオカルバミン酸塩、ジアルキルジチ
オカルバミン酸塩、シクロアルキルジチオカルバミン酸塩、ピペラジンビスジチオカルバ
ミン酸塩、テトラエチレンペンタミンジチオカルバミン酸塩、ポリアミンのジチオカルバ
ミン酸塩などが例示されるが、これに限定されない。なお、これらの１種を単独で用いて
もよく、２種以上を併用してもよい。
【００２５】
　重金属含有排水に上記捕集剤を添加して生成した不溶化物を固液分離するための固液分
離手段としては、沈降分離、濾過、遠心分離、膜分離などのいずれでもよい。
【００２６】
　この固液分離処理水に添加され、残留捕集剤と反応して発色する重金属化合物としては
、Ｆｅ２＋、Ｆｅ３＋、Ｃｕ２＋、Ｚｎ２＋、Ｐｂ２＋、Ｎｉ２＋、Ｃｄ２＋、Ｍｎ２＋

などの硫酸塩、塩酸塩等の水溶性塩が挙げられるが、発色の度合や分析作業終了後の放流
時に特段の処理が不要となることからＦｅ２＋又はＦｅ３＋の塩が好適である。
【００２７】
　一般に、上記ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤の希薄水溶液に上記重金属化合物を添
加した場合の発色は、該重金属化合物の添加量が増加するほど発色が濃くなるが、水中の
捕集剤の全量と添加重金属化合物とが反応する当反応量以上になると、重金属化合物添加
量を多くしても発色はそれ以上濃くならない。従って、本発明において、固液分離処理水
中の残留捕集剤濃度を定量するときには、上記の当反応量以上（例えば当反応量の１～１
０倍、特に１．５～５倍程度）に重金属化合物を添加することが好ましい。
【００２８】
　当反応量以上に重金属化合物を添加して吸光度を測定した後、予め求めておいた検量線
（又は検量関係）に基づいて固液分離処理水中の残留捕集剤濃度を求める。この検量線（
又は検量関係）は、濃度既知の捕集剤水溶液に当反応量以上の重金属化合物を添加して測
定した吸光度によって求められるものである。
【００２９】
　このようにして求めた固液分離処理水中の捕集剤濃度に基づいて、排水に対する捕集剤
添加量を制御する。この制御は、固液分離処理水中の捕集剤濃度が目標濃度範囲となるよ
うに行われる。目標濃度範囲の下限値としては、例えば０～１０ｍｇ／Ｌ特に２～５ｍｇ
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／Ｌ、上限値としては例えば８～５０ｍｇ／Ｌ特に１０～３０ｍｇ／Ｌ程度とされるが、
これに限定されない。
【００３０】
　なお、固液分離処理水中に捕集剤が残留しているか否かを検出する場合には、重金属化
合物の添加量は上記当反応量よりも少なくてもよい。
【００３１】
　また、排水中の重金属濃度が高い等に起因して固液分離処理水中に重金属が相当量残留
しており、捕集剤が残留重金属イオンと反応しても発色している場合には、重金属化合物
を添加しなくてもよいことがある。
【００３２】
　吸光度又は透過率の測定波長は４００～７００ｎｍ、好ましくは４００～６６０ｎｍ、
特に好ましくは４００～５００ｎｍである。この範囲より小さくなると、排水中の他の有
機化合物の影響を受けたり、また、感度も低くなる。この範囲より大きいと感度が低くな
る。
【００３３】
　固液分離処理水中の捕集剤濃度に基づいて排水への捕集剤添加量を制御する排水処理方
法のフローの一例について図１，２を参照して説明する。
【００３４】
　この排水処理系では、重金属含有排水に中和槽１で酸（ＨＣｌ等）又はアルカリ（Ｎａ
ＯＨ等）のｐＨ調整剤を添加してｐＨ調整した後、反応槽２に導入し、薬剤貯槽３から薬
注ポンプＰでキレート系重金属捕集剤を添加して反応させ、反応液に無機凝集剤を添加し
て凝集槽４で凝集処理し、次いで高分子凝集剤を添加して凝集槽５で凝集処理し、凝集処
理液を沈殿池６で固液分離し、得られた上澄水を処理水として放流する。また、分離され
た汚泥は脱水機（図示略）等で脱水処理する。
【００３５】
　沈殿池６からの処理水の一部を分取して計測槽７に導入し、重金属化合物を添加し、４
００～７００ｎｍの吸光度を吸光度計８で計測する。この吸光度が制御器９に入力され、
キレート系重金属捕集剤の必要添加量が算出される。この算出結果に基づいて薬注ポンプ
Ｐが制御され、キレート系重金属捕集剤の適正な薬注が行われる。
【００３６】
　計測槽７での吸光度測定は連続的に行われてもよく、バッチ式に行われてのよい。
【００３７】
　なお、吸光度計８と制御器９の算出結果を通信端末を経て電話回線で遠隔地のセンター
の中央監視装置に送信すると共に、この中央監視装置からの設定変更（例えば、計測間隔
の設定変更、補正係数等の制御設定値の変更等）を電話回線で通信端末を経て制御器に送
信し、現地／センター相互のデータ通信で遠隔地における処理状況の把握及び監視と遠隔
制御が行うようにしてもよい。
【００３８】
　図１では、沈殿池６からの処理水について重金属化合物を添加して吸光度を測定してい
るが、図２のように、凝集槽５の上部から採水して計測槽７に導入し、重金属化合物を添
加し、吸光度を測定してもよい。この場合、槽７に採取水を導入し重金属化合物を添加し
て攪拌した後、暫く静置し、凝集物を沈降させてから、上澄水について吸光度を測定する
のが好ましい。図２の方法は、図１の方法に比べ吸光度計が汚れやすいものの、キレート
剤を添加してから吸光度測定までのタイムラグが小さいため、精度の良い制御が可能とな
る。
【００３９】
　なお、図１，２では、沈殿池６を用いているが、前述の通り、固液分離手段としては各
種のものを用いることができる。また、固液分離処理水中に重金属が相当量残留し、重金
属化合物の添加が不要の場合には、沈殿池６から放流される処理水流路や沈殿池６に吸光
度計８を設けることもできる。また、吸光度計８にかわり透過率計を用いることもできる
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。
【００４０】
　図１、図２では処理水質の更なる向上を目的に凝集槽４を設けて無機凝集剤による凝集
処理を行っているが、無機凝集剤による凝集処理を行った場合には、無機凝集剤によって
余分な重金属捕集剤が除去されて制御が困難になることがあり、このような場合には、凝
集槽４を設けずに無機凝集剤による処理は省略される。なお、無機凝集剤は、過剰に添加
された重金属捕集剤（残留重金属捕集剤）の除去を目的に添加される場合がある。本発明
においては、重金属捕集剤がわずかに残留する程度に制御可能なため、上記の目的で無機
凝集剤が添加されている場合には、無機凝集剤による処理を省略することが可能となる。
【００４１】
　無機凝集剤としてはポリ硫酸第二鉄、ポリ塩化アルミニウム、硫酸アルミニウム、塩化
第二鉄等を、高分子凝集剤としてはアニオン性の高分子凝集剤であるアクリルアミドのホ
モポリマー、アクリル酸ナトリウムとアクリルアミドのコポリマー、アクリル酸ナトリウ
ムとアクリルアミドと２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸のターポリマ
ーなどを使用することができる。
【００４２】
　本発明の方法は、ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤との反応が可能な重金属を含有す
るものであれば、どのような重金属含有排水にも適用可能である。
【実施例】
【００４３】
　以下に実験例及び実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。
【００４４】
＜実験例１＞
　ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤として、表１の４種類の薬剤１～４について吸光度
スペクトルを測定し、図３に示した。図示の通り、いずれの捕集剤も２００～３５０ｎｍ
に強い吸収帯を有し、約２４０ｎｍ付近に吸光ピークを有する。また、４００ｎｍ以上で
は吸光度はきわめて小さい。
【００４５】

【表１】

【００４６】
＜実験例２＞
　捕集剤として薬剤３を３０ｍｇ／Ｌ溶解させた水にＦｅＳＯ４をＦｅ２＋として１０ｍ
ｇ／Ｌ添加し、吸光度スペクトルを測定した。結果を図４に示す。図４には、ＦｅＳＯ４

無添加の場合のスペクトルを併せて示す。
【００４７】
　図４の通り、Ｆｅ２＋を添加することにより、４２０ｎｍをピークとする強い吸光が生
じることが認められた。
【００４８】
　そこで、薬剤３の３０ｍｇ／Ｌ水溶液に対するＦｅＳＯ４の添加量を変えたときの４７
０ｎｍの吸光度を測定し、図５に示した。図５の通り、Ｆｅ２＋添加量が１０ｍｇ／Ｌ以
上では吸光度が頭打ちとなり、３０ｍｇ／Ｌの薬剤３に対するＦｅ２＋の当反応量は１０
ｍｇ／Ｌであることが認められた。
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【００４９】
　そこで、薬剤３の濃度を３～３０ｍｇ／Ｌの範囲とし、ＦｅＳＯ４を当反応量以上であ
るＦｅ２＋として１０ｍｇ／Ｌ添加したときの４７０ｎｍの吸光度を測定し、結果を図６
に示した。図６の通り、薬剤３の濃度と吸光度との間には直線関係が存在する。このこと
から、Ｆｅ２＋を当反応量以上添加して測定した吸光度から、水中の薬剤３の濃度を定量
できることが認められた。
【００５０】
＜実験例３，４＞
　Ｆｅ２＋以外の重金属イオンの発色作用を確認するために、３０ｍｇ／Ｌの薬剤３水溶
液に対し、ＣｕＳＯ４をＣｕ２＋として２０ｍｇ／Ｌ添加した場合のスペクトルを測定し
、図７に示した（実験例３）。また、３０ｍｇ／Ｌの薬剤３水溶液に対し、Ｆｅ２（ＳＯ

４）３をＦｅ３＋として１０ｍｇ／Ｌ添加した場合のスペクトルを測定し、図８に示した
（実験例４）。
【００５１】
　その結果、Ｃｕ２＋，Ｆｅ３＋の場合も、薬剤３と反応して約４６０ｎｍ（Ｃｕ２＋の
場合）又は３６０ｎｍ（Ｆｅ３＋の場合）にピークを有する発色が生じることが認められ
た。なお、Ａｌ３＋，Ｃａ２＋を添加したところ、図８の通り、発色は生じないことが認
められた。
【００５２】
＜実験例５＞
　捕集剤として薬剤２の３～３６ｍｇ／Ｌの水溶液を作成し、各々に対しＣｕＳＯ４又は
ＦｅＳＯ４をＣｕ２＋又はＦｅ２＋として１０ｍｇ／Ｌ添加し、４２５ｎｍの吸光度を図
９に示した。図９にはＣｕ２＋，Ｆｅ２＋無添加の吸光度も示した。図９の通り、薬剤２
の場合も、Ｃｕ２＋，Ｆｅ２＋と反応して発色すること、吸光度と薬剤２の濃度との間に
線形の相関関係が存在し、吸光度から薬剤２の濃度を定量できることが認められた。
【００５３】
＜実験例６＞
　実験例３において、捕集剤として薬剤１又は４を用いたほかは同様にして吸光度を測定
した。結果を図１０に示した。図１０の通り、薬剤１、４の場合もＣｕ２＋と反応して発
色することが認められる。
【００５４】
＜実験例７＞
　図１に示す排水処理系にて、自動車工場の重金属含有排水（Ｎｉ，Ｚｎ含有排水）を模
擬した模擬排水を処理した。即ち、ＮｉＳＯ４５ｍｇａｓＮｉ／Ｌ及びＺｎＳＯ４５ｍｇ
ａｓＺｎ／Ｌを含む水溶液に薬剤２を３、６、９、１２、１５、１８又は２４ｍｇ／Ｌ添
加し、その後無機凝集剤（ポリ硫酸第二鉄）、アニオン性高分子凝集剤（ポリアクリルア
ミド）を添加して処理した。
【００５５】
　処理水中のＮｉ２＋，Ｚｎ２＋濃度を図１１に示した。図１１の通り、この排水の場合
、薬剤２を１５～２４ｍｇ／Ｌ添加すれば、過剰薬注することなくＮｉ及びＺｎが十分に
捕集されることが認められた。
【００５６】
＜実施例１＞
　上記実験例７において、沈殿池からの処理水にＦｅ２＋を１０ｍｇ／Ｌ添加し、４２５
ｎｍの吸光度を測定した。そして、この吸光度が０．１２～１となるように（即ち、処理
水中の薬剤２の濃度が５～２５ｍｇ／Ｌとなるように）薬注制御したところ、処理水中の
Ｎｉ２＋及びＺｎ２＋濃度はいずれも０．１ｍｇ／Ｌ以下となった。
【符号の説明】
【００５７】
　１　中和槽
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　２　反応槽
　３　薬剤貯槽
　４　凝集槽
　５　凝集槽
　６　沈殿池
　７　計測槽
　８　吸光度計

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(10) JP 5728983 B2 2015.6.3

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ    1/62     　　　Ｚ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ    1/64     　　　Ｚ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０１Ｎ   21/78     　　　Ｚ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ０９Ｋ    3/00     １０８Ｂ        　　　　　

(56)参考文献  特開２００１－３４０８７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２１６２０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２２９１４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－３３７５５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２６００１０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０２Ｆ　　１／５８～　１／６４
              Ｂ０９Ｂ　　３／００　　　　
              Ｇ０１Ｎ　２１／００～２１／９５８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

