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(57)【要約】
【課題】簡易且つ効率的に汚染水を浄化する方法の提供。
【解決手段】汚染物質濃度が１μｇ／Ｌ以上１０ｇ／Ｌ以下である水に、平均粒径が１０
０ｎｍ以上且つ５００μｍ以下の粒径を有する吸着剤、鉄系凝集剤、及びアルカリ性物質
を含む浄化剤を添加すること、水中の汚染物質の少なくとも一部を吸着剤に吸着させるこ
と、汚染物質が吸着した吸着剤を鉄系凝集剤によって沈降させること、及び沈降物を水か
ら除去すること、を含む水の浄化方法であって、水１Ｌに対する前記浄化剤の添加量が０
．０１ｇ以上２０ｇ以下であることを特徴とする、水の浄化方法である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
汚染物質濃度が１μｇ／Ｌ以上１０ｇ／Ｌ以下である水に、平均粒径が１００ｎｍ以上且
つ５００μｍ以下の吸着剤、鉄系凝集剤、及びアルカリ性物質を含む浄化剤を添加するこ
と、
水中の汚染物質の少なくとも一部を吸着剤に吸着させること、
汚染物質が吸着した吸着剤を、鉄系凝集剤及びアルカリ性物質の反応によって生じた水不
溶性水酸化鉄の作用によって沈降させること、及び
沈降物を水から除去すること、
を含む水の浄化方法であって、
水１Ｌに対する前記浄化剤の添加量が０．０１ｇ以上２０ｇ以下であることを特徴とする
、水の浄化方法。
【請求項２】
前記浄化剤の全質量における前記吸着剤の割合が、４０質量％以上９５質量％以下である
、請求項１に記載の水の浄化方法。
【請求項３】
前記浄化剤とともに、又は前記浄化剤とは別に、水溶性ポリマーを添加する、請求項１又
は２に記載の水の浄化方法。
【請求項４】
沈降物を布あるいは砂で濾過することより、水から除去する、請求項１～３のいずれか１
項に記載の水の浄化方法。
【請求項５】
前記吸着剤が、活性炭及びゼオライトのいずれかを少なくとも含み、水中の有機化合物が
少なくとも吸着する吸着剤である、請求項１～４のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項６】
前記吸着剤が、ゼオライト、層状ケイ酸塩、カチオン交換性樹脂、及びキレート樹脂のい
ずれか少なくとも１種を含み、水中のカチオン性化合物が少なくとも吸着する吸着剤であ
る、請求項１～５のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項７】
前記吸着剤が、ハイドロタルサイト、シュベルトマナイト、及びアニオン交換性樹脂のい
ずれか少なくとも１種を含み、水中のアニオン性化合物が少なくとも吸着する吸着剤であ
る、請求項１～６のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項８】
前記吸着剤が、ヒドロキシアパタイト、アルミナ、及びジルコニアのいずれか少なくも１
種を含み、水中のフッ素が少なくとも吸着する吸着剤である、請求項１～７のいずれか１
項に記載の水の浄化方法。
【請求項９】
前記吸着剤が、活性炭、アルミナ、ハイドロタルサイト、及びシュベルトマナイトのいず
れか少なくも１種を含み、水中のヒ素が少なくとも吸着する吸着剤である、請求項１～８
のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１０】
前記吸着剤が、活性炭、ゼオライト、水酸化鉄、ハイドロタルサイト、及びベントナイト
のいずれか少なくも１種を含み、水中の６価クロムが少なくとも吸着する吸着剤である、
請求項１～９のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１１】
前記吸着剤が、ゼオライト、ハイドロタルサイト、ベーマイト、アパタイト、及びシクロ
デキストリン含有ポリマー架橋体のいずれか少なくも１種を含み、水中のヨウ素が少なく
とも吸着する吸着剤である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１２】
前記吸着剤が、活性炭、ゼオライト、モルデナイト、バーミキュライト、フェロシアン化
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鉄、及び酸化マンガンのいずれか少なくも１種を含み、水中のセシウムが少なくとも吸着
する吸着剤である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１３】
前記吸着剤が、活性炭、ゼオライト、ポリアンチモン酸、バーミキュライト、フェロシア
ン化鉄、及びモンモリロナイトのいずれか少なくも１種を含み、水中のストロンチウムが
少なくとも吸着する吸着剤である、請求項１～１２のいずれか１項に記載の水の浄化方法
。
【請求項１４】
２種類以上の吸着剤を併用することを特徴とする、請求項１～１３のいずれか１項に記載
の水の浄化方法。
【請求項１５】
前記鉄系凝集剤が、硫酸第二鉄、塩化第二鉄、ポリ硫酸第二鉄、及び硫酸第一鉄のいずれ
か少なくとも１種を含有する、請求項１～１４のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１６】
前記鉄系凝集剤及び前記アルカリ性物質がそれぞれ、平均粒径が１００ｎｍ以上かつ５０
０μｍ以下の粉末である、請求項１～１５のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１７】
前記浄化剤とともに、又は前記浄化剤とは別に、酸化剤を添加する、請求項１～１６のい
ずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１８】
前記沈降物を除去した後、水のｐＨを５．０以上９．０以下に調整することを含む、請求
項１～１７のいずれか１項に記載の水の浄化方法。
【請求項１９】
浄化された水を飲料水として用いる、請求項１～１８のいずれか１項に記載の水の浄化方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、汚染水の浄化技術に関し、効率よく水を浄化する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２１世紀は水の時代と呼ばれ、水不足・水汚染・水紛争などが大きな問題として認識さ
れている。２００３年３月５日に発表された「世界水発展報告書」は、今世紀半ばには深
刻な水不足が発生し、影響を受ける人口は、最悪の場合、６０カ国７０億人に達すると警
告している。
【０００３】
　水に関する問題は今世紀半ばの問題であるのみならず、現在進行している社会問題でも
ある。多くの新興国では、必ずしも安全な水が供給されているわけではない。例えば無機
化合物であるヒ素の飲料水中における濃度は１０ｐｐｂ以下であることが望ましいことが
ＷＨＯ飲料水ガイドラインに記載されているが（非特許文献１）、バングラディシュ、イ
ンド、カンボジア等の井戸水には、この基準値よりもはるかに多くのヒ素が溶解している
場合があり、地元住民に深刻な健康被害をもたしていることが報告されている。天然由来
のフッ素、工場由来の６価クロム等が井戸水に混入することもまた、地元住民に深刻な健
康被害をもたしている。
【０００４】
　新興国において、井戸水や河川水を汚染している有害物質は、ヒ素等の無機化合物に限
定されるわけではない。水中に溶解した殺虫剤・農薬・色素・染料のような有機化合物も
また、環境汚染や健康被害の原因物質であることが知られている。
【０００５】
　安全な水の供給に関する問題は、新興国に限定されるわけではない。原子力発電所由来
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の放射性化合物に汚染された水から、ヨウ素、セシウム、ストロンチウム等の放射性同位
体を効率的に除去する技術の構築は、現代の日本においても切望されている。
【０００６】
　この様に、有害な無機化合物や有機化合物を水中から除去するための技術を開発するこ
とは、社会的に極めて大きな課題となっている。この課題を解決するための１つの手段は
、逆浸透膜による浄水システムを利用することである。しかし逆浸透膜システムは高価で
あり、かつ電力を必要とするため、電力利用が容易ではない新興国の農村部などでの使用
は困難である。それゆえ、電気が使用できない地域にも適用可能な、安価且つ電気を必要
としない、水中の無機物および有機物を除去可能な技術の開発が望まれている。
【０００７】
　電気を使用しないで水中の有害な物質を除去する方法としては、無機凝集剤と高分子凝
集剤を用いた「凝集沈殿法（Coagulation and Flocculation）」が知られている（非特許
文献２）。凝集沈殿法に利用される水浄化剤として、いくつかのタイプが提案されており
（特許文献１，２）、実際に、発展途上国で使用されている（非特許文献３）。しかし、
凝集沈殿法単独では、水溶性有機化合物等の除去に関しては、十分な効果を得ることは困
難である。
【０００８】
　水中の水溶性有機化合物等を除去するためには、活性炭のような吸着剤を使用すること
が有効であることが知られており、下水処理場等で実用されている（非特許文献４）。吸
着剤は通常、粒状あるいは繊維状のものが使用され、吸着操作が終わった後に、吸着剤と
水の分離が容易に行われる。一方、これらの吸着剤は、単位体積あたりの表面積が少ない
ため、短時間かつ高効率の吸着は困難である。吸着剤を微粉末状で用いた場合、単位体積
あたりの表面積が大きくなるため、短時間で効率的な吸着が可能となるものの、吸着剤と
水の分離が困難になる、という操作上の欠点を有している。
【０００９】
　凝集剤と吸着剤とを併用する水の浄化方法についても報告されている。特許文献３には
、希土類化合物を含む吸着剤とセレンを含有する排水を接触させた後に、更に凝集剤を投
入して凝集させることを特徴とする浄水方法が開示されている。しかし本手法では、高価
なレアメタルである希土類化合物を比較的大量に使用することが前提となっているため、
本手法により安価かつ簡便に飲料水を得ることは困難である。
【００１０】
　特許文献４には、ポリ塩化アルミニウム、酸化アルミニウム、硫酸鉄、塩化第二鉄等の
酸性薬剤と、消石灰、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸ナトリウム、牡蠣殻の粉
砕物等のアルカリ性薬剤と、人工ゼオライト、天然ゼオライト、二酸化珪素、活性炭等の
多孔質性の吸着剤と、高分子凝集剤、発泡ガラス等の凝集剤で、廃水を処理する構成とし
た吸着・凝集方式の廃水処理剤が開示されている。しかし本手法は、セメント灰汁やセラ
ミックス工場排液等の高濃度汚染水を、大掛かりな設備を用いて、放流可能な程度まで浄
化することを目的としているため、本手法により安価かつ簡便に飲料水を得ることは困難
である。
【００１１】
　特許文献５には、炭素系物質にアルミニウム系凝集剤を、アルミ系凝集剤／炭素系物質
の重量比で０．０５～１の範囲に混合被着してなる水処理用凝集剤が開示されている。し
かし本手法は、凝集性がそれほど高くなく、しかも、狭いｐＨ範囲でしか沈殿を生成しな
いアルミニウム系凝集剤を使用しているため、沈殿の除去が容易でなく、また狭いｐＨ範
囲でしか適用できないため、安価、簡便、かつ短時間に飲料水を得ることは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第６８２７８７４号明細書
【特許文献２】特許第４４９０７９５号公報
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【特許文献３】特開２００７－３２６０７７号公報
【特許文献４】特開２００９－２４８００６号公報
【特許文献５】特開平７－３２８３２２号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】"Guidelines for Drinking-Water Quality, Volume 1, 3rd ed", World
 Health Organization (2006).
【非特許文献２】"The NALCO Water Handbook, Second Edition", F. N. Kemmer, ed., M
cGraw-Hill (1988).
【非特許文献３】Ivan Amato, Chem. Eng. News, vol.84 (16), pp 39-40 (2006)
【非特許文献４】"Activated Carbon Adsorption for Wastewater Treatment", J. R. Pe
rrich. ed., CRC Press (1981).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記した通り、従来は、電気を使用できない条件下において、種々の汚染物質を含む比
較的汚染度の低い水から、安価、簡便、かつ短時間に飲料水を得ることは困難であったた
め、新たな水の浄化法が望まれていた。
【００１５】
　即ち、本発明の課題の一つは、電気を使用できない条件下において、比較的低濃度の汚
染物質を含む井戸水、河川水、湖沼水等から、安価、簡便、かつ高効率（短時間）で浄化
し、飲料水を得る技術を提供することである。
　本発明の他の課題は、ヨウ素やセシウムやストロンチウムの放射性同位体を微量に溶解
している海水、冷却水、水道水等から、これらの放射性化合物を除去し得る技術を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者は、微粉末状の吸着剤を水中に分散させ水溶性有害化合物を吸着させた後、鉄
系無機凝集剤の作用により吸着剤を凝集沈降させることで、吸着剤単独での有害化合物除
去性能、鉄系無機凝集剤単独での有害化合物除去性能、および両者の有害化合物除去性能
を単純に足し合わせた場合よりも、効率的かつ短時間に、電力を使用することなく水中の
有害化合物を除去可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１７】
　前記課題を解決するための手段は、以下の通りである。
［１］　汚染物質濃度が１μｇ／Ｌ以上１０ｇ／Ｌ以下である水に、平均粒径が１００ｎ
ｍ以上且つ５００μｍ以下の吸着剤、鉄系凝集剤、及びアルカリ性物質を含む浄化剤を添
加すること、
水中の汚染物質の少なくとも一部を吸着剤に吸着させること、
汚染物質が吸着した吸着剤を、鉄系凝集剤及びアルカリ性物質の反応によって生じた水不
溶性水酸化鉄の作用によって沈降させること、及び
沈降物を水から除去すること、
を含む水の浄化方法であって、
水１Ｌに対する前記浄化剤の添加量が０．０１ｇ以上２０ｇ以下であることを特徴とする
、水の浄化方法。
［２］　前記浄化剤の全質量における前記吸着剤の割合が、４０質量％以上９５質量％以
下である、［１］の水の浄化方法。
［３］　前記浄化剤とともに、又は前記浄化剤とは別に、水溶性ポリマーを添加する、［
１］又は［２］の水の浄化方法。
［４］　沈降物を布あるいは砂で濾過することより、水から除去する、［１］～［３］の
いずれかの水の浄化方法。
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［５］　前記吸着剤が、活性炭及びゼオライトのいずれかを少なくとも含み、水中の有機
化合物が少なくとも吸着する吸着剤である、［１］～［４］のいずれかの水の浄化方法。
［６］　前記吸着剤が、ゼオライト、層状ケイ酸塩、カチオン交換性樹脂、及びキレート
樹脂のいずれか少なくとも１種を含み、水中のカチオン性化合物が少なくとも吸着する吸
着剤である、［１］～［５］のいずれかの水の浄化方法。
［７］　前記吸着剤が、ハイドロタルサイト、シュベルトマナイト、及びアニオン交換性
樹脂のいずれか少なくとも１種を含み、水中のアニオン性化合物が少なくとも吸着する吸
着剤である、［１］～［６］のいずれかの水の浄化方法。
［８］　前記吸着剤が、ヒドロキシアパタイト、アルミナ、及びジルコニアのいずれか少
なくも１種を含み、水中のフッ素が少なくとも吸着する吸着剤である、［１］～［７］の
いずれかの水の浄化方法。
［９］　前記吸着剤が、活性炭、アルミナ、ハイドロタルサイト、及びシュベルトマナイ
トのいずれか少なくも１種を含み、水中のヒ素が少なくとも吸着する吸着剤である、［１
］～［８］のいずれかの水の浄化方法。
［１０］　前記吸着剤が、活性炭、ゼオライト、水酸化鉄、ハイドロタルサイト、及びベ
ントナイトのいずれか少なくも１種を含み、水中の６価クロムが少なくとも吸着する吸着
剤である、［１］～［９］のいずれか水の浄化方法。
［１１］　前記吸着剤が、ゼオライト、ハイドロタルサイト、ベーマイト、アパタイト、
及びシクロデキストリン含有ポリマー架橋体のいずれか少なくも１種を含み、水中のヨウ
素が少なくとも吸着する吸着剤である、［１］～［１０］のいずれかの水の浄化方法。
［１２］　前記吸着剤が、活性炭、ゼオライト、モルデナイト、バーミキュライト、フェ
ロシアン化鉄、及び酸化マンガンのいずれか少なくも１種を含み、水中のセシウムが少な
くとも吸着する吸着剤である、［１］～［１１］のいずれかの水の浄化方法。
［１３］　前記吸着剤が、活性炭、ゼオライト、ポリアンチモン酸、バーミキュライト、
フェロシアン化鉄、及びモンモリロナイトのいずれか少なくも１種を含み、水中のストロ
ンチウムが少なくとも吸着する吸着剤である、［１］～［１２］のいずれかの水の浄化方
法。
［１４］　２種類以上の吸着剤を併用することを特徴とする、［１］～［１３］のいずれ
かの水の浄化方法。
［１５］　前記鉄系凝集剤が、硫酸第二鉄、塩化第二鉄、ポリ硫酸第二鉄、及び硫酸第一
鉄のいずれか少なくとも１種を含有する、［１］～［１４］のいずれかの水の浄化方法。
［１６］　前記鉄系凝集剤及び前記アルカリ性物質がそれぞれ、平均粒径が１００ｎｍ以
上かつ５００μｍ以下の粉末である、［１］～［１５］のいずれかの水の浄化方法。
［１７］　前記浄化剤とともに、又は前記浄化剤とは別に、酸化剤を添加する、［１］～
［１６］のいずれかの水の浄化方法。
［１８］　前記沈降物を除去した後、水のｐＨを５．０以上９．０以下に調整することを
含む、［１］～［１７］のいずれかの水の浄化方法。
［１９］　浄化された水を飲料水として用いる、［１～［１８］のいずれかの水の浄化方
法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、簡易且つ効率的に汚染水を浄化する方法を提供することができる。本
発明の方法は、後進国において、汚染水を浄化し、生活水や飲料水を得るための方法とし
て有用であるのみならず、工場や発電所からの排水処理の方法としても有用である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明について詳細に説明する。なお、本明細書において「～」を用いて表され
る数値範囲は、「～」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意
味する。
　本発明は、汚染物質濃度が１μｇ／Ｌ以上１０ｇ／Ｌ以下である水に、平均粒径が１０
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０ｎｍ以上且つ５００μｍ以下の吸着剤、鉄系凝集剤、及びアルカリ性物質を含む浄化剤
を添加すること、
水中の汚染物質の少なくとも一部を吸着剤に吸着させること、
汚染物質が吸着した吸着剤を、鉄系凝集剤及びアルカリ性物質の反応によって生じた水不
溶性水酸化鉄の作用によって沈降させること、及び
沈降物を水から除去すること、
を含む水の浄化方法であって、
水１Ｌに対する前記浄化剤の添加量が０．０１ｇ以上２０ｇ以下であることを特徴とする
、
水の浄化方法に関する。
【００２０】
　小粒径の吸着剤を用いることにより、吸着性能を向上させることができ、水からの汚染
物質の吸着効率を改善することができるが、一方で、微粒子状の吸着剤自体を水から除去
するのが困難になる。本発明では、平均粒径が所定の範囲の微粒子状の吸着剤を用いるこ
とにより、汚染物質の吸着効率を高めるとともに、鉄系凝集剤とアルカリ性物質とを共存
させることにより、それらの反応から生じる水不溶性の水酸化鉄の作用によって、汚染物
質が吸着した吸着剤を凝集・沈降させることができる。吸着剤が凝集した沈降物は、ろ過
等の通常の作業により容易に除去することができる。従って、本発明によれば、種々の汚
染物質を含む汚染水を、安価、簡便、かつ短時間（高効率）に浄化し、飲料水として使用
可能な程度まで汚染濃度が低減された水を得ることができる。また、本発明によれば、種
々の汚染物質を含む工場等の汚染水を浄化して、排水可能な程度まで汚染濃度が低減され
た状態にすることができる。
【００２１】
　本発明の方法の対象になる汚染水は、処理前の水１Ｌ中における汚染物質の重量は１μ
ｇ以上１０ｇ以下であることが好ましく、１０ｇ未満であることがより好ましく、５μｇ
以上１ｇ以下であることがより好ましく、１０μｇ以上０．１ｇ以下であることが更に好
ましい。この濃度範囲を超える汚染物質を含む水は、電気を使用せず、安価、簡便、かつ
短時間に飲料に適した水へと浄化することが困難である。一方、この濃度範囲内の汚染物
質を含む水であれば、本発明の浄化方法により、更なる浄化処理を行わずに、生活用水や
飲料水として使用する程度まで、汚染物質を除去可能である。
【００２２】
　汚染物質の濃度が前記範囲の水としては、例えば、低濃度の汚染物質を含む井戸水、河
川水、湖沼水等が挙げられ、本発明の方法は、これらを対象とする浄化方法として適する
。勿論、より高濃度の汚染物質を含む汚染水、例えば、畜舎からの廃液、し尿、浄化槽汚
泥、ゴミ埋め立て滲出汚水、めっき排液、鉱山排液、油濁水、パルプ工場排水、セメント
排水、半導体製造工場からのフッ酸含有洗浄液等の浄化に、本発明を利用してもよい。そ
の場合は、本発明の浄化方法を実施する前に、他の方法、例えば、より大きな粒径の吸着
剤を用いた浄化作業等を１回以上行い、汚染物質濃度を上記範囲にした後に、本発明の浄
化方法を実施するのが好ましい。
【００２３】
　本発明では、平均粒径が所定の範囲の吸着剤、鉄系凝集剤、及びアルカリ性物質を含む
浄化剤を使用する。汚染水に対する浄化剤の添加量が少ない場合、汚染物質の効果的な除
去が困難である。一方、浄化剤の添加量が多い場合、汚染物質の効果的な除去が可能とな
るが、汚染物質を含有した沈降物（以下、「スラッジ」という場合がある）が大量に生成
してしまうという問題点がある。それゆえ本発明において汚染物質を含む水１Ｌに対する
浄化剤の添加量は０．０１ｇ以上２０ｇ以下であることが好ましく、２０ｇ未満であるこ
とがより好ましく、０．０５ｇ以上５ｇ以下であることがより好ましく、０．１ｇ以上１
ｇ以下であることが更に好ましい。
【００２４】
　本発明の特徴の一つは、平均粒径が所定の範囲の微粒子状の吸着剤を用いることにある
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。平均粒径が小さい微粒子状の吸着剤を用いると、吸着性能は改善するが、一方で吸着剤
自体を水から除去するのが困難になる。本発明では、鉄系凝集剤とアルカリ性物質とを共
存させることで、これらの反応により生じる水不溶性の水酸化鉄によって、汚染物質が吸
着した吸着剤を凝集させ、その自重の作用により沈降させている。凝集剤によって取り囲
まれ、大粒径化した沈降物は、通常のろ過作業等により、容易に水から除去される。吸着
剤に対する鉄系凝集剤の割合が少ないと効果的な凝集が起こらず、浄化された水の回収が
困難となる。一方、吸着剤に対する鉄系凝集剤の割合が多い場合は、吸着剤の効果的な沈
降除去が可能となるものの、汚染物質を含有したスラッジが大量に生成してしまうという
欠点がある。それゆえ、本発明に係わる浄化剤、即ち、吸着剤、鉄系凝集剤、及びアルカ
リ性からなる浄水剤、の合計質量に対する吸着剤の割合は、４０質量％以上９５質量％以
下であることが好ましく、５０質量％以上９２．５質量％以下であることがより好ましく
、６０質量％以上９０質量％以下であることがさらに好ましい。
【００２５】
　なお、本発明において、汚染水中の汚染物質は、吸着剤に吸着された状態で除去される
が、本発明の効果を損なわない範囲で、例えば、水中の汚染物質がそのまま、鉄系凝集剤
とアルカリ性物質との反応により生じる水不溶性の水酸化鉄に取り囲まれて沈降し、吸着
剤を含まない沈降物として水から除去されてもよい。また、汚染物質を吸着した吸着剤に
ついても、本発明の効果を損なわない範囲で、その一部は沈降せず、その後の、ろ過等の
処理によって、沈降物とともに除去されてもよい。
【００２６】
　本発明に使用可能な吸着剤の例には、無機化合物、有機化合物、及び金属錯体のいずれ
も含まれる。本発明において吸着剤として使用可能な無機化合物の例には、活性炭、ゼオ
ライト、アルミナ、ジルコニア、酸化マンガン、アルミン酸マグネシウム、ポリアンチモ
ン酸、層状ケイ酸塩、ベーマイト、アパタイト、ヒドロキシアパタイト、ハイドロタルサ
イト、及びシュベルトマナイト等が含まれる。本発明において吸着剤として使用可能な有
機化合物の例には、陽イオン交換樹脂、陰イオン交換樹脂、及びキレート交換樹脂等が含
まれる。本発明において吸着剤として使用可能な金属錯体の例には、フェロシアン化鉄、
硫酸マグネシウムマンガン、ポルフィリン金属錯体、フタロシアニン金属錯体、シッフ（
Schiff）塩基金属錯体、イミノジ酢酸金属錯体、及び多孔性金属錯体等が含まれる。本発
明において吸着剤は、一種を単独で用いてもよく、また、複数種を併用してもよい。
【００２７】
　本発明において吸着剤の粒径は、１０ｎｍ以上かつ５００μｍ以下であることが好まし
く、５００μｍ未満であることがより好ましく、５０ｎｍ以上１００μｍ以下であること
がさらに好ましく、７５ｎｍ以上かつ５０μｍ以下であることがよりさらに好ましく、１
００ｎｍ以上かつ１５μｍ以下であることが特に好ましい。吸着剤の粒子径がこの範囲よ
りも小さい場合、吸着剤粒子を、前記凝集剤の作用により凝集沈降させることが困難であ
り、吸着剤の粒子径がこの範囲以上である場合、吸着剤を水全体へと分散させることが困
難になるため、被吸着物質を短時間かつ効果的に吸着することが困難となる。
【００２８】
　吸着剤は、表面に細孔を有する多孔質体であるのが好ましい。細孔のサイズは、直径２
ｎｍ以下のマイクロ孔、直径２～５０ｎｍのメソ孔、直径５０ｎｍ以上マクロ孔に分類さ
れることがＩＵＰＡＣにより定義されている。本発明において吸着剤は、マイクロ孔を有
することが好ましい。多様なサイズの被吸着物質除去の観点から、本発明においては、マ
イクロ孔を有する吸着剤とメソ孔を有する吸着剤を併用することが好ましく、マイクロ孔
を有する吸着剤とメソ孔を有する吸着剤とマクロ孔を有する吸着剤とを併用することがよ
り好ましい。
【００２９】
　本発明では、吸着剤として活性炭を使用してもよい。活性炭としては、植物質（木材、
セルロース、のこくず、木炭、椰子殻炭、素灰等）、石炭質（泥炭、亜炭、褐炭炭、瀝青
炭、無煙炭、タール等）、石油質（石油残査、硫酸スラッジ、オイルカーボン等）、パル
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プ廃液、合成樹脂などを炭化し、必要に応じてガス賦活（塩化カルシウム、塩化マグネシ
ウム、塩化亜鉛、リン酸、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等）したものを使用
することが可能である。
【００３０】
　本発明では、吸着剤として、層状ケイ酸塩を使用してもよい。層状ケイ酸塩としては、
サポナイト、ソーコナイト、スチブンサイト、ヘクトライト、マーガライト、タルク、金
雲母、クリソタイル、緑泥石、バーミキュライト、カオリナイト、白雲母、ザンソフィラ
イト、ディッカイト、ナクライト、パイロフィライト、モンモリロナイト、バイデライト
、ノントロナイト、テトラシリリックマイカ、ナトリウムテニオライト、アンチゴライト
、ハロイサイト等を使用することが可能である。本発明において使用可能な層状ケイ酸塩
の市販品としては、ラポナイトＸＬＧ（英国、ラポート社製の合成ヘクトライト類似物質
）、ラポナイトＲＤ（英国、ラポート社製の合成ヘクトライト類似物質）、サーマビス（
独国、ヘンケル社製の合成ヘクトライト類似物質）、スメクトンＳＡ－１（クニミネ工業
（株）製のサポナイト類似物質）、ベンゲル（（株）豊順洋行販売の天然モンモリロナイ
ト）、クニピアＦ（クニミネ工業（株）販売の天然モンモリロナイト）、ビーガム（米国
、バンダービルト社製の天然ヘクトライト）、ダイモナイト（トピー工業（株）製の合成
膨潤性雲母）、ソマシフ（ＭＥ－１００、コープケミカル（株）製の合成膨潤性雲母）、
ＳＷＮ（コープケミカル（株）製の合成スメクタイト）、ＳＷＦ（コープケミカル（株）
製合成スメクタイト）等を挙げることが可能である。
【００３１】
　本発明では、吸着剤として、ゼオライトを使用してもよい。ゼオライトとしては、天然
および合成品のゼオライトを使用することが可能である。本発明において天然のゼオライ
トとしては、アナルシン、チャバサイト、クリノプチロライト、エリオナイト、フォジャ
サイト、モルデナイト、フィリップサイト等を用いることが可能である。本発明において
合成ゼオライトとしては、Ａ型ゼオライト、Ｘ型ゼオライト、Ｙ型ゼオライト等を用いる
ことが可能である。
【００３２】
　本発明では、吸着剤として、陽イオン交換樹脂を使用してもよい。陽イオン交換樹脂と
しては、ジビニルベンゼンで架橋したアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステルのポ
リマーを加水分解して得られる弱酸性陽イオン交換樹脂、スチレン－ジビニルベンゼンの
コポリマーをスルホン化した強酸性陽イオン交換樹脂、等を使用することが可能である。
【００３３】
　本発明では、吸着剤として、陰イオン交換樹脂を使用してもよい。陰イオン交換樹脂と
しては、スチレン－ジビニルベンゼンのコポリマーの芳香環に、第１級アミノ基、第２級
アミノ基、第３級アミノ基、第４級アンモニウムのいずれか結合した陰イオン交換樹脂等
を使用することが可能である。陰イオン交換樹脂に結合しているアミノ基が、第１級アミ
ノ基、第２級アミノ基、第３級アミノ基、第４級アンモニウム塩となるのに伴い、陰イオ
ン交換樹脂の塩基性は強くなる。
【００３４】
　本発明では、吸着剤として、キレート樹脂を使用してもよい。キレート樹脂としては、
イミノジ酢酸、イミノジプロピオン酸、ポリアミン、アミノリン酸、イソチオウロニウム
、ジチオカルバミン酸、グルカミン等の官能基が導入されたもの等を使用することが可能
である。本発明において使用可能な市販のキレート樹脂としては、ダイヤイオン（三菱化
学（株））ＣＲ１０、ＣＲ１１、ＣＲ２０等、アンバーライト（ローム・アンド・ハース
・ジャパン（株））ＩＲＣ７１８等、ダウエックス（ダウ・ケミカル日本（株））、デュ
オライト（住友化学（株））ＣＳ－３４６、ＥＳ－４６７等を挙げることが可能である。
【００３５】
　本発明では、上記した通り、吸着剤として多孔性が互いに異なる２以上の微粒子を用い
ることにより吸着効率を改善することができる。当該併用とともに、又はそれに代えて、
互いに異なる物質に対する吸着性に優れる吸着剤を２種以上併用してもよい。１種のみの
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吸着剤では、汚染水中の全ての被吸着物質に万能と言うわけではないが、複数種を併用す
ることで、汚染水中のより多くの種類の被吸着物質を除去可能となる。
【００３６】
　吸着剤は、種類によってそれぞれ、吸着特異性が異なる。
　例えば、被吸着物質が有機化合物である場合、活性炭及びゼオライトのいずれか少なく
も１種を吸着剤として選択することが有効であり、好ましくは活性炭を選択することが有
効である。
【００３７】
　また、被吸着物質がカチオン性化合物である場合、ゼオライト、層状ケイ酸塩、カチオ
ン交換性樹脂、及びキレート樹脂のいずれか少なくも１種を吸着剤として選択することが
有効であり、好ましくはゼオライト、及び層状ケイ酸塩の少なくとも１種を選択すること
が有効である。
【００３８】
　また、被吸着物質がアニオン性化合物である場合、ハイドロタルサイト、シュベルトマ
ナイト、及びアニオン交換性樹脂のいずれか少なくも１種を吸着剤として選択することが
有効であり、好ましくは、ハイドロタルサイト、及びシュベルトマナイトの少なくとも１
種を選択することが有効である。
【００３９】
　また、被吸着物質がフッ素である場合、ヒドロキシアパタイト、アルミナ、及びジルコ
ニアのいずれか少なくも１種を吸着剤として選択することが有効であり、好ましくは、ア
ルミナを選択することが有効である。
【００４０】
　また、被吸着物質がヒ素である場合、活性炭、アルミナ、ハイドロタルサイト、及びシ
ュベルトマナイトのいずれか少なくとも１種を吸着剤として選択することが有効であり、
好ましくは、ハイドロタルサイト、及びシュベルトマナイトのいずれか少なくとも１種を
吸着剤として選択することが有効である。
【００４１】
　また、被吸着物質が６価クロムである場合、活性炭、ゼオライト、水酸化鉄、ハイドロ
タルサイト、及びベントナイトのいずれか少なくとも１種を吸着剤として選択することが
有効であり、好ましくは、水酸化鉄、及びハイドロタルサイトのいずれか少なくとも１種
を吸着剤として選択することが有効である。
【００４２】
　また、被吸着物質がヨウ素である場合、活性炭、ゼオライト、ハイドロタルサイト、ベ
ーマイト、アパタイト、及びシクロデキストリン含有ポリマー架橋体のいずれか少なくと
も１種を吸着剤として選択することが有効であり、好ましくは、ゼオライトを吸着剤とし
て選択することが有効である。
【００４３】
　また、被吸着物質がセシウムである場合、活性炭、ゼオライト、モルデナイト、バーミ
キュライト、フェロシアン化鉄、及び酸化マンガンのいずれか少なくも１種を吸着剤とし
て選択することが有効であり、好ましくは、ゼオライト、モルデナイト、及びフェロシア
ン化鉄のいずれか少なくとも１種を吸着剤として選択することが有効である。
【００４４】
　また、被吸着物質がストロンチウムである場合、活性炭、ゼオライト、ポリアンチモン
酸、バーミキュライト、フェロシアン化鉄、及びモンモリロナイトのいずれか少なくとも
１種を吸着剤として選択することが有効であり、好ましくは、ゼオライト、及びフェロシ
アン化鉄の少なくとも１種を吸着剤として選択することが有効である。
【００４５】
　本発明の方法を、低濃度の汚染物質を含む井戸水、河川水、湖沼水等から、安価、簡便
、かつ短時間に飲料水を得るために利用する態様では、これらの水中には複数の汚染物質
が溶解している可能性が高いため、１回の操作でより多くの汚染物質を取り除くため、吸
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着剤として、有機化合物、カチオン性化合物、アニオン性化合物、フッ素、ヒ素、６価ク
ロムのいずれかに対する吸着剤を２種類組み合わせて使用することが好ましく、吸着剤３
種類を組み合わせて使用することがより好ましく、吸着剤４種類を組み合わせて使用する
ことが更に好ましい。
【００４６】
　本発明の方法を、ヨウ素やセシウムやストロンチウムの放射性同位体を微量に溶解して
いる海水、冷却水、水道水等から、これらの放射性化合物を除去するために利用する態様
では、吸着剤としては、ヨウ素の吸着剤とセシウムの吸着剤の２種類を併用することが好
ましく、ヨウ素の吸着剤とセシウムの吸着剤とストロンチウムの吸着剤の３種類を併用す
ることが更に好ましい。
【００４７】
　本発明に使用可能な鉄系凝集剤としては、特に制限はなく、アルカリ性物質との反応に
よって不溶性の水酸化鉄を生成し得る鉄系凝集剤をいずれも使用することができる。好ま
しい鉄系凝集剤の例には、硫酸第二鉄、塩化第二鉄、ポリ硫酸第二鉄、及び硫酸第一鉄が
含まれる。硫酸第二鉄、及び塩化第二鉄のいずれかを用いることが更に好ましい。２種以
上を併用してもよい。
【００４８】
　鉄系凝集剤を用いることで、浄水用の凝集剤として一般的に用いられるアルミニウム系
凝集剤を使用する場合と比較して、より高密度で凝集性に優れた沈殿を得ることが可能で
あり、且つアルミニウム系凝集剤を使用する場合と比較して、より広いｐＨ範囲で沈殿を
生成させることが可能となる。
【００４９】
　本発明において、前記鉄系凝集剤と反応して、不溶性の水酸化鉄を生成するアルカリ性
物質についても特に制限はない。本発明に使用可能なアルカリ性物質の例には、炭酸ナト
リウム、水酸化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム等が含まれる。２種以上を併用してもよ
い。消石灰（水酸化カルシウム）等のカルシウムイオンを含むアルカリ性物質を用いるこ
ともできるが、浄化された水中に大量のカルシウムイオンが残存してしまう。このような
水は飲料水としては必ずしも適していないため、本発明においては、ナトリウムイオンを
含むアルカリ性物質を用いることが好ましい。水酸化カルシウムは、水に対する溶解度が
低く溶解に時間がかかる、という観点からも、短時間で水を浄化することを目的とする本
発明への適用には好ましくない。
【００５０】
　前記浄化剤は、前記鉄系凝集剤及び前記アルカリ性物質を、質量比で３：１～１：３の
範囲で含有しているのが好ましく、２：１～１：２の範囲で含有しているのがより好まし
い。但し、使用する材料によって好ましい範囲も変動するので、前記範囲に限定されるも
のではない。
【００５１】
　また、前記鉄系凝集剤及び前記アルカリ性物質の形態については特に制限はない。後述
する添加方法に応じて、粉末状又は液体状で用いることができる。
【００５２】
　本発明では、前記浄化剤とともに、又は前記浄化剤とは別に、水溶性ポリマーを汚染水
に添加してもよい。水溶性ポリマーが高分子凝集剤として機能し、水酸化鉄の微細沈殿が
架橋され、金属水酸化物の凝集体サイズが大きくなり（Ｆｌｏｃｃｕｌａｔｉｏｎ）、沈
殿生成時間の短縮、ろ過性の向上が達成される。
【００５３】
　水溶性ポリマーとしては、ノニオン性水溶性ポリマー、カチオン性水溶性ポリマー、ア
ニオン性水溶性ポリマーのいずれも用いることが可能である。これらの水溶性ポリマーは
、単独で用いてもよく、また複数種を併用してもよい。
【００５４】
　本発明において、ノニオン性水溶性ポリマーとして、ポリビニルアルコール又はその誘
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導体、澱粉またはその誘導体、ポリビニルピロリドン又はその誘導体、カルボキシメチル
セルロース、ヒドロキシメチルセルロース等のセルロース誘導体、ポリアクリルアミド又
はその誘導体、ポリメタクリルアミド又はその誘導体、ゼラチン、カゼイン等を使用する
ことが可能である。
【００５５】
　本発明において、カチオン性水溶性ポリマーとして、キトサン、カチオン化ポリビニル
アルコール、カチオン化澱粉、カチオン化ポリアクリルアミド、カチオン化ポリメタクリ
ルアミド、ポリアミドポリウレア、ポリエチレンイミン、アリルアミン又はその塩の共重
合体、エピクロルヒドリン－ジアルキルアミン付加重合体、ジアリルアルキルアミン又は
その塩の重合体、ジアリルジアルキルアンモニウム塩の重合体、ジアリルアミン又はその
塩と二酸化イオウ共重合体、ジリルジアルキルアンモニウム塩－二酸化イオウ共重合体、
ジアリルジアルキルアンモニウム塩とジアリルアミン又はその塩もしくは誘導体との共重
合体、ジアルキルアミノエチルアクリレート４級塩の重合体、ジアルキルアミノエチルメ
タクリレート４級塩の重合体、ジアリルジアルキルアンモニウム塩－アクリルアミド共重
合体、アミン－カルボン酸共重合体、等を使用することが可能である。
【００５６】
　本発明において、アニオン性水溶性ポリマーとして、ポリスチレンスルホン酸、ポリア
ルギン酸、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルデキストラン、ポリアクリル
酸、ポリアクリルアミドの部分加水分解物、マレイン酸共重合物、リグニンスルホン酸及
びその誘導体、オキシ有機酸、アルキルアリルスルホン酸、ゼラチン・ニカワ等の水溶性
タンパク質及び誘導体、等を使用することが可能である。これらのアニオン性水溶性ポリ
マーは、対応する金属塩として使用することも可能である。
【００５７】
　前記水溶性ポリマーの好ましい例には、ポリアクリルアミドおよびその誘導体、ポリア
クリルアミドの部分加水分解物、キトサン、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン、ポ
リアクリル酸が好ましく、ポリアクリルアミドおよびその誘導体、ポリアクリルアミドの
部分加水分解物が含まれる。
【００５８】
　前記水溶性ポリマーの分子量は５万以上であることが好ましく、１０万以上であること
がより好ましく、１００万以上であることが更に好ましく、１０００万以上であることが
よりさらに好ましい。
【００５９】
　前記水溶性ポリマーとして合成ポリマーを使用する場合、未反応のモノマーの残存量が
少ないことが好ましい。すなわち、本発明において合成ポリマーを用いた場合、本発明に
基づく処理を行った後の水中における残存モノマー量は、５．０μｇ／Ｌ以下であること
が好ましく、１．０μｇ／Ｌ以下であることがより好ましく、０．５μｇ／Ｌ以下である
ことが更に好ましい。
【００６０】
　なお、本発明において、水溶性ポリマーは、粉末として水に添加してもよく、また、水
溶液として水に添加してもよい。粉末として添加する態様では、あらかじめ浄化剤と混合
して添加してもよい。
【００６１】
　本発明では、前記浄化剤とともに、又は前記浄化剤とは別に、酸化剤を汚染水に添加し
てもよい。酸化剤を使用することで、水中の微生物の殺菌や水溶性有機化合物の酸化分解
が可能となる。本発明において使用可能な酸化剤としては、過マンガン酸カリウム、過硫
酸ナトリウム、過硫酸アンモニウム、塩素、二酸化塩素、次亜塩素ナトリウム、次亜塩素
カルシウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸カリウム、オゾン、過酸化水素、過炭酸ナト
リウム、等が挙げられる。前記酸化剤は、好ましくは、過マンガン酸カリウム、次亜塩素
ナトリウム、次亜塩素カルシウム、過炭酸ナトリウムのいずれかである。これらの酸化剤
は、単独で用いてもよく、また複数種を併用してもよい。
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【００６２】
　前記酸化剤の形態については特に制限はない。粉末として、水溶液として、又は気体と
して、水に添加することができる。粉末として添加する態様では、あらかじめ浄化剤と混
合して添加してもよい。酸化剤を粉末として使用する場合、過塩素酸カルシウム、過炭酸
ナトリウムのいずれかを用いることが好ましく、過塩素酸カルシウムを用いることがより
好ましい。室温で気体であるオゾンや塩素は、気体として水に添加することが好ましい。
【００６３】
　本発明において、前記浄化剤を構成する３成分をあらかじめ混合して添加してもよいし
、それぞれ別々に添加してもよい。以下に、可能な添加の態様を列挙する。
　添加方法１：吸着剤、粉末状態の鉄系凝集剤、及び粉末状態のアルカリ性物質を、同時
に添加する。
　添加方法２：吸着剤を添加し、水全体に分散させた後、粉末状態の鉄系凝集剤、及び粉
末状態のアルカリ性物質を添加する。
　添加方法３：吸着剤を添加し、水全体に分散させた後、液体状態の鉄系凝集剤、及び液
体状態のアルカリ性物質を添加する。
　添加方法４：吸着剤を添加し、水全体に分散させた後、液体状態の鉄系凝集剤、及び粉
末状態のアルカリ性物質を添加する。
【００６４】
　吸着剤、鉄系凝集剤、及びアルカリ性物質の全てを一袋に包装することができ、且つ添
加操作が単純であるという観点からは、添加方法１が好ましい。一方、少ない吸着剤使用
量で効果的な吸着を行うという観点からは、第１ステップとして吸着剤を添加し、被吸着
物質を十分に吸着させた後、第２ステップとして鉄系凝集剤とアルカリを添加する、添加
方法２～添加方法４が好ましい。
【００６５】
　添加方法１により水の浄化を行う場合、吸着剤、鉄系凝集剤、アルカリ性物質の粒径が
ほぼ等しい場合に、粉末状態における効果的な均一混合が達成される。粉末状態で均一混
合された吸着剤、鉄系凝集剤、アルカリ性物質を同時に水に添加することで、各成分の局
所的な濃度分布を生じさせない状態での混合が可能となる。このことにより、系全体での
均一な沈殿生成が達成され、被吸着物質の効率的な除去が可能となる。それゆえ本態様で
は、鉄系凝集剤、およびアルカリ性物質の粒径は、吸着剤と同様の粒径である、１０ｎｍ
以上かつ５００μｍ以下であることが好ましく、５００μｍ未満であるのがより好ましく
、５０ｎｍ以上１００μｍ以下であることがより好ましく、７５ｎｍ以上かつ５０μｍ以
下であることがさらに好ましく、１００ｎｍ以上かつ１５μｍ以下であることがよりさら
に好ましい。
【００６６】
　本発明において、少ない吸着剤使用量で効果的な水の浄化を行う場合、上記した通り、
第１ステップとして吸着剤を添加し、被吸着物質を十分に吸着させた後、第２ステップと
して鉄系凝集剤とアルカリを添加することが好ましい。発明者は種々の検討の結果、水溶
性ポリマー存在下で吸着剤を分散させることが、吸着剤の短時間での均一分散にとって有
効であることを見出した。それゆえ本発明において水溶性ポリマーを使用する場合、第１
ステップとして水溶性ポリマーを添加し、第２ステップとして吸着剤を添加し、被吸着物
質を十分に吸着させた後、第３ステップとして鉄系凝集剤とアルカリを添加することが好
ましい。
【００６７】
　汚染水に、吸着剤が添加されると、汚染水中の汚染物質が吸着剤に吸着するとともに、
鉄系凝集剤とアルカリ性物質との反応によって生成した不溶性の水酸化鉄が、吸着剤の周
りを取り囲み、凝集体を形成する。該凝集体の大きさは、平均粒径０．５ｍｍ～５ｍｍ程
度になる。凝集体の大きさが大きいほうが、水からの除去が容易になり、また沈降効率も
向上する。大きな凝集体を形成させるためには、上記浄化剤を添加した後、水を攪拌する
ことが望ましい。本発明において水の攪拌時間は、好ましくは２分間以上であり、より好
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しくは１０分間以上である。攪拌時間により生じた凝集体の大きさが異なり、１０分間以
上の攪拌により最も大きな凝集体を形成することが可能となり、ろ過が容易となる。
【００６８】
　水中の凝集体は、自重により沈降し、汚染物質を含有したスラッジとなって、容器の下
部に沈殿する。上澄みの水とスラッジとは、特別な装置を使用することなく、安価且つ簡
便に分離可能である。例えば、スラッジは、布あるいは砂を用いて濾別されることが好ま
しく、布を用いて濾別されることがより好ましい。
【００６９】
　スラッジを除去し、浄化された水に、さらに処理を施してもよい。
　処理後の水に、ＵＶ照射することも可能である。この操作により、水中に存在する微生
物の殺菌が可能となる。
【００７０】
　また、処理後の水を、用途に応じて、ｐＨを調整してもよい。例えば、飲料水として好
ましいｐＨは、５．０以上９．０以下であるので、処理後の水のｐＨを前記範囲にするこ
とで、飲料水として利用可能な水を得ることができる。飲料水として利用するためには、
ｐＨを５．８以上８．６以下に調整することがより好ましく、６．５以上７．５以下にす
ることが更に好ましい。
【００７１】
　本発明の方法は、飲料水の製造に利用可能である。本発明の方法によれば、電気を使用
することなく、飲料水として利用可能な程度まで汚染物質を除去可能であるので、電気の
使用が困難な新興国において飲料水を得るのに特に有用である。さらに、新興国において
のみならず、地震等の災害時に上水道システムが破壊された場合、又は登山やキャンプ等
の上水道が完備されていない地域において、飲料水を得るためにも特に有用である。
【００７２】
　また、本発明の方法は、ヨウ素やセシウムやストロンチウムの放射性同位体を微量に溶
解している海水、冷却水、水道水等から、これらの放射性化合物を除去することにも利用
可能なである。ヨウ素やセシウムやストロンチウムの放射性同位体を微量に溶解している
海水を浄化する場合、海水自身に元々溶解している塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、
硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム、塩化カリウム等を除去することは必ずしも必要では
なく、放射性同位体を含むヨウ素、セシウム、ストロンチウム等を選択的に除去すること
が好ましい。
【実施例】
【００７３】
　以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試
薬、物質量とその割合、操作等は本発明の趣旨から逸脱しない限り適宜変更することがで
きる。従って、本発明の範囲は以下の具体例に制限されるものではない。
【００７４】
１．実施例１
（１）混合凝集剤００～０３の準備
　下記表に記載の組成の混合凝集剤００～０３をそれぞれ準備した。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
（２）吸着剤の準備
　下記表に記載の平均粒径を有する活性炭Ａ～Ｄをそれぞれ準備し、吸着剤として使用し
た。なお、平均粒径は、光学顕微鏡あるいは透過型電子顕微鏡によりその形態を観察し、
球相当径の平均値から求めた
【００７７】

【表２】

【００７８】
（３）メチレンブルー（ＭＢ）に対する除去性能評価
　水溶性化合物としてメチレンブルー（ＭＢ）を選択し、下記表に記載の組み合わせで、
上記混合凝集剤０１と、活性炭Ａ～Ｄ（吸着剤）のいずれかとを組み合わせて使用し、水
溶液からのメチレンブルーの除去性能をそれぞれ検討した。
【００７９】
　具体的には、６００ｐｐｍのメチレンブルーを含む水溶液５００ｍＬに対し、混合凝集
剤　２０７ｍｇ、及び吸着剤　２５０ｍｇを同時に添加し、１０分間攪拌した。活性炭を
含む水酸化鉄の沈殿が生じた。各サンプルについて、攪拌終了から５分後、６０分後、及
び２４時間後に、上澄み液を採取し、その吸光度から、メチレンブルーの濃度を算出した
。得られた結果を下記表に示す。
【００８０】
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【表３】

【００８１】
　本発明である、平均粒子径が１００μｍ以下の活性炭Ａ又はＢを吸着剤として使用して
いるサンプル０３およびサンプル０４は、平均粒子径が１００μｍ以上の活性炭Ｃ又はＤ
を吸着剤として使用しているサンプル０５およびサンプル０６と比較して、極めて短時間
にメチレンブルーの除去が行われることが確認され、本発明の効果が証明された。
【００８２】
　なお、１０７ｍｇの混合凝集剤００を脱イオン水５００ｍＬに入れ、１０分間混合した
が、沈殿は生成しなかった。一方、２０７ｍｇの混合凝集剤０１を脱イオン水５００ｍＬ
に入れ、５分間攪拌した結果、茶褐色の沈殿と無色透明の上澄みが得られた。凝集剤とし
ての主成分である水酸化鉄の沈殿を得るためには、アルカリ性物質の添加が必須であるこ
とが証明された。
【００８３】
２．実施例２：無機凝集剤の効果
　下記表に記載の組み合わせで、上記混合凝集剤０１～０３のいずれかと、活性炭Ａ～Ｄ
（吸着剤）のいずれかとを組み合わせて使用し、水溶液からのメチレンブルーの除去性能
をそれぞれ検討した。対象水溶液として、６００ｐｐｍのメチレンブルーを含むｐＨ６．
９およびｐＨ８．５の水溶液５００ｍＬをそれぞれ準備した。いずれのサンプルについて
も吸着剤の添加量は２５０ｍｇとし、混合凝集剤については、サンプル０８及びサンプル
１１では、凝集剤０１を２０６．３ｍｇ；サンプル０９及びサンプル１２では、凝集剤０
２を２０６．３ｍｇ；サンプル１０及びサンプル１３では、凝集剤０３を１７２．５ｍｇ
；それぞれ添加した。
【００８４】
　各対象水溶液に対して、吸着剤と各混合凝集剤とを同時に添加した後、１０分間攪拌し
た。活性炭を含む水酸化鉄（サンプル９、サンプル１０、サンプル１１、サンプル１２）
、あるいは、活性炭を含む水酸化アルミニウム（サンプル１０、サンプル１４）の沈殿が
生じた。各サンプルについて、６０分後に、木綿布を用いて沈殿を濾別し、得られた濾液
の吸光度から、メチレンブルーの濃度を算出した。得られた結果を下記表に示す。
【００８５】
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【表４】

【００８６】
　平均粒径１０μｍである活性炭Ａのみを含み、凝集剤を全く含まないサンプル０７およ
びサンプル１１は、添加後６０分では活性炭Ａが系全体に分散しており、木綿布を用いた
濾過によっても、濾液中に活性炭が分散しており、メチレンブルーの濃度測定は不可能で
あった。これに対し、本発明の実施例である、塩化第二鉄を含む混合凝集剤０１と活性炭
Ａとを組み合わせたサンプル０８及びサンプル１２、硫酸第二鉄を含む混合凝集剤０２と
活性炭Ａとを組み合わせたサンプル０９及びサンプル１３はいずれも、処理の６０分後に
はメチレンブルーが活性炭に完全に吸着された後に沈殿し、生じた沈殿が木綿布によって
完全に濾別され、メチレンブルーは濾液中に全く存在しないことが確認された。即ち、本
発明の効果が証明された。
【００８７】
　一方、硫酸アルミニウムを含む混合凝集剤０３と活性炭Ａとを組み合わせた比較例では
、ｐＨが６．９の場合はメチレンブルーの完全な除去が達成されるものの、ｐＨが８．５
の場合には水酸化アルミニウムによる凝集沈降が不十分であり、一部の活性炭が分散した
状態で残ってしまった。それゆえ木綿布を用いて濾過を行った場合、分散した活性炭が濾
液中に残存してしまうことが証明された。
【００８８】
３．実施例３：ヒ素の除去性能
　水溶性化合物としてヒ素（３価）を選択し、下記表に記載の組み合わせで、上記混合凝
集剤０１と、活性炭Ａとを組み合わせて使用し、水溶液からのヒ素の除去性能をそれぞれ
検討した。
【００８９】
　具体的には、２５０ｐｐｂのヒ素を含む水溶液５００ｍＬに対し、混合凝集剤０１　２
０７ｍｇ、及び活性体Ａ（吸着剤）　２５０ｍｇを同時に添加し、１０分間攪拌した。吸
着剤を含む水酸化鉄の沈殿が生じた。各サンプルについて、攪拌終了から１０分後に、上
澄み液を採取し、その原子吸光分析から、ヒ素濃度を算出した。得られた結果を下記表に
示す。
【００９０】
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【表５】

【００９１】
　混合凝集剤０１のみを添加したサンプル１７でも、優れたヒ素除去性能を示したが、本
発明の実施例である、混合凝集剤０１と活性炭Ａとを含むサンプル１８を添加することに
より、ヒ素の完璧な除去が可能であることが確認され、本発明の効果が証明された。
【００９２】
４．実施例４：攪拌時間と沈降性の関係
　上記混合凝集剤０１と、活性炭Ａとを組み合わせて使用し、攪拌時間と、水溶液からの
メチレンブルーの沈降性との関係をそれぞれ検討した。対象水溶液として、５００ｐｐｍ
のメチレンブルーを含む、ｐＨ６．９である５００ｍＬの水を準備した。この水溶液に対
して、混合凝集剤０１の２０７ｍｇと、吸着剤(活性炭Ａ)の２５０ｍｇとを同時に添加し
た後、下記表に記載の攪拌時間でそれぞれ攪拌して、サンプルを調製した。
【００９３】
　各サンプルについて、攪拌停止から５分後、６０分後、２４時間後に、吸着剤の分散の
程度を目視で観察し、以下の基準で評価した。
◎：上澄みは完全に無色透明。
○：大部分の活性炭は沈降しているが、一部分の活性炭は分散している。
△：大部分の活性炭は分散しているが、一部分の活性炭が沈降している。
×：活性炭が完全に分散している。
　結果を、下記表に示す。
【００９４】

【表６】
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【００９５】
　吸着剤を効果的に沈降させるためには、攪拌時間を長くすることが効果的であることが
証明された。攪拌を２分間以上行えば、沈降速度を顕著に高めることができ、２分３０秒
間以上行えば、沈降速度はほぼ上限値に達することが理解できる。
【００９６】
５．実施例５：無機凝集剤の効果
　５００ｐｐｍのメチレンブルーを含む、ｐＨ６．９である水溶液５００ｍＬに対し、２
５０ｍｇの活性炭Ａを添加した後、下記表に記載の所定の量の混合凝集剤０２となる様に
、硫酸第二鉄、炭酸ナトリウム、及びポリアクリルアミドＢの水溶液を、別々に添加し、
その後、１０分間攪拌した。攪拌停止から６０分後における活性炭の分散の程度を目視で
観察し、下記の基準で評価した。
◎：上澄みは完全に無色透明。
○：大部分の活性炭は沈降しているが、一部分の活性炭は分散している。
△：大部分の活性炭は分散しているが、一部分の活性炭が沈降している。
×：活性炭が完全に分散している。
　得られた結果を、下記表に示す。
【００９７】
【表７】

【００９８】
　活性炭Ａの質量比が４０％以下であるサンプル２６は、メチレンブルーが完全に除去さ
れた無色透明の上澄みが得られているが、大量のスラッジが生成している。一方、活性炭
Ａの質量比が９５％以上であるサンプル３１～３３は、活性炭Ａが完全に水に分散してお
り、除去することが困難である。これに対し、活性炭Ａの質量比が４０％以上９５％以下
であるサンプル２７～３０は、ほぼすべての活性炭が沈降凝集していることが確認され、
特に活性炭Ａの質量比が６０％以上９０％以下であるサンプル２８及びサンプル２９では
、メチレンブルーが完全に除去された無色透明の上澄みが得られ、且つスラッジの生成量
もそれほど多くないことが確認され、本発明の効果が証明された。
【００９９】
６．実施例６：水中からのヨウ素の除去性能
　水溶性化合物としてヨウ素を選択し、凝集剤と吸着剤とを組み合わせた場合の、水溶液
からのヨウ素の除去性能に関して検討した。
　０．０５ｍｏｌのヨウ素溶液１０００μＬを含む水５００ｍＬに対し、混合凝集剤０２
　２０７ｍｇ、吸着剤　２５０ｍｇを同時に添加し、１０分間攪拌した。活性炭を含む水
酸化鉄の沈殿が生じた。上澄み中のヨウ素濃度を、希釈溶液の濃度の吸光度から算出した
。得られた結果を下記表に示す。
【０１００】
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【表８】

【０１０１】
　本発明である、平均粒子径が１００μｍ以下の吸着剤（活性炭Ａ）を使用しているサン
プル３５のみ、極めて効果的なヨウ素の除去が行われることが確認され、本発明の効果が
証明された。
【０１０２】
７．実施例７：３．５％ＮａＣｌ水溶液からのヨウ素の除去性能
　水の代わりに３．５％ＮａＣｌ水溶液を用いた以外は、実施例６と同様の実験を行い、
処理前後のヨウ素濃度を確認した。得られた結果を下記表に示す。
【０１０３】
【表９】

【０１０４】
　海水と同程度の塩濃度である、３．５％ＮａＣｌ水溶液中に溶解しているヨウ素溶液を
用いた場合にも、本発明である平均粒子径が１００μｍ以下の吸着剤を使用しているサン
プル３８のみ、極めて効果的なヨウ素の除去が可能であることが確認され、本発明の効果
が証明された
【０１０５】
８．実施例８：水中からのセシウムの除去性能
　水溶性化合物としてセシウムを選択し、混合凝集剤と吸着剤とを組み合わせた場合の、
水溶液からのヨウ素の除去性能に関して検討した。
　炭酸セシウムを含む水溶液５００ｍＬに対し、混合凝集剤０２　２０７ｍｇ、及び粒径
２μｍのモルデナイト　２５０ｍｇを同時に添加し、１０分間攪拌した。モルデナイトを
含む水酸化鉄の沈殿が生じた。上澄み中のセシウム濃度を、１万倍希釈したサンプルのＩ
ＣＰ－ＭＳによる分析により測定した。得られた結果を下記表に示す。
【０１０６】
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【表１０】

【０１０７】
　本発明である、平均粒子径が１００μｍ以下の吸着剤を使用しているサンプル４１は、
効果的なセシウムの除去が行われることが確認され、本発明の効果が証明された。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明によれば、簡易且つ効率的に汚染水を浄化する方法を提供することができる。本
発明の方法は、後進国において、汚染水を浄化し、生活水や飲料水を得るための方法とし
て有用であるのみならず、工場や発電所からの排水処理の方法としても有用である。
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