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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を均一に分散し、炭化しつつ
、炭化時の加熱に伴い発生する前記木質由来の水性ガス及び揮発性炭化水素類により木質
の賦活を行い、細孔径２ｎｍ以下の細孔の総細孔容積が全細孔容積の６５％以上で、かつ
細孔径４ｎｍ以下の細孔の総細孔容積が全細孔容積の８０％以上の細孔分布を有すること
を特徴とする活性炭。
【請求項２】
木質を加熱することにより細孔を発達させる活性炭の製法において、
木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を均一に分散する工程と、前
記アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種の分散された木質を炭化しつつ、
前記木質由来の水性ガス及び揮発性炭化水素類により、該木質の賦活を行う工程とから構
成され、
細孔径２ｎｍ以下の細孔の総細孔容積が全細孔容積の６５％以上で、かつ細孔径４ｎｍ以
下の細孔の総細孔容積が全細孔容積の８０％以上の細孔分布を有する活性炭を得ることを
特徴とする活性炭の製法。
【請求項３】
前記木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を均一に分散する工程に
おいて、該アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を水溶液として分散する
ことを特徴とする請求項２に記載の活性炭の製法。
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【請求項４】
前記木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を均一に分散する工程に
おいて、木質が坦持するアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種の金属成分
重量は、木質１００重量部に対し０．０５～１重量部となるようにアルカリ金属及びアル
カリ土類金属の少なくとも一種を分散することを特徴とする請求項２または３のいずれか
１項に記載の活性炭の製法。
【請求項５】
前記木質の炭化及び賦活を行う工程において、５００～１０００℃の初期加熱段階を経過
後、７００～１０００℃の後期加熱段階を維持しながら加熱することにより、炭化及び賦
活の工程を一括して行うことを特徴とする請求項２ないし４のいずれか１項に記載の活性
炭の製法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、活性炭及びその製法に関し、特に分子量１０００～３０００付近のフミン類
等の有機分子の吸着に効果を発する活性炭及びその製法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に粉末活性炭は、水質浄化、脱色、不純物除去のため、吸着剤、触媒あるいは触媒坦
体に加工され、溶液中に懸濁することにより使用されている。前記粉末活性炭は、木材・
木炭、椰子殻、石炭・石油及びその残渣、高分子類、汚泥等の廃棄物が原料として使用可
能である。その中でも、経済性及び衛生面から木材、椰子殻、木炭等が好ましい。
【０００３】
従来、とりわけ水処理の分野において、粉末活性炭は取り扱いが簡便なため多用されてき
たが、近年の浄水処理の高度化に伴い、凝集分離、薬品分解等の水質処理が複合的に行わ
れた後、凝集分離、薬品分解等の水質処理等では処理し難い微量の低分子有機物の除去を
行う最終段階において、活性炭は主に用いられるようになってきた。
【０００４】
しかしながら、既存の水蒸気賦活あるいはリン酸、塩化亜鉛等の薬品賦活により製造され
た粉末活性炭では、分子量１０００～３０００前後の低分子有機物、特にカビ臭や消毒生
成物、低分子化フミン等の負荷濃度の高い物質の吸着に十分な効果を上げるに至らなかっ
た。そのため、低分子有機物の浄化能を維持する必要上、活性炭の使用量の増加が避けら
れず、低分子有機物の吸着の後に行われる浄水と活性炭を濾過分離する工程において、煩
雑化し作業性が低下する問題点があった。また、活性炭以外の低分子有機物の除去方法と
して、膜処理による濾過分離、パーベーパレーション等が報告されている。しかしながら
初期コストが高いため、大量処理の実績が少なく早急な実用化はなされていない。
【０００５】
既存の細孔を発達させる活性炭の製法において、廃木材、木材チップ等を原料とする場合
、前記廃木材、木材チップ等の原料に含まれるリグニン、セルロース等の分解物は、３０
０℃以下で揮発しやすい。前記の分解によって生じた揮発性有機化合物、難揮発性有機炭
素成分等は、容易にガス化し、酸化分解され、残炭分は非結晶質の炭素質になる。このた
め、後の水蒸気賦活時の質量損失も大きく、結果としてミクロ細孔の損失したミクロ～メ
ソ細孔領域の発達した活性炭になりやすい。
【０００６】
また前記原料を加熱する場合、３００℃付近までは緩やかな吸熱、３００～５００℃では
発熱反応をする。また、７００～１０００℃ではミクロ孔を形成する水蒸気賦活を伴う吸
熱反応が生じる。一連の製造過程において、一部の揮発性有機化合物が気散し、さらに残
りの難揮発性、不揮発性有機炭素成分は縮重合またはタール化し、残炭分として装置の作
業性や賦活を阻害する。図３に表す従来の木質系活性炭の製法では、予め炭化処理を行い
、揮発性炭化水素を分解した素灰や木灰を製造後、別途水蒸気を導入しながら賦活を行い
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、粉砕等の後処理を経た後、製品としなければならず、一貫した製造が容易でなかった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は前記の点に鑑みなされたものであり、木質より発生する揮発成分によるミクロ
細孔の発達に与える影響を制御することにより、分子量１０００～３０００前後のフミン
等の低分子有機物の吸着に好適な細孔を有する活性炭及びその製法を提供する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
すなわち、請求項１の発明は、木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一
種を均一に分散し、炭化しつつ、炭化時の加熱に伴い発生する前記木質由来の水性ガス及
び揮発性炭化水素類により木質の賦活を行い、細孔径２ｎｍ以下の細孔の総細孔容積が全
細孔容積の６５％以上で、かつ細孔径４ｎｍ以下の細孔の総細孔容積が全細孔容積の８０
％以上の細孔分布を有することを特徴とする活性炭に係る。
【０００９】
請求項２の発明は、木質を加熱することにより細孔を発達させる活性炭の製法において、
木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を均一に分散する工程と、前
記アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種の分散された木質を炭化しつつ、
前記木質由来の水性ガス及び揮発性炭化水素類により、該木質の賦活を行う工程とから構
成され、細孔径２ｎｍ以下の細孔の総細孔容積が全細孔容積の６５％以上で、かつ細孔径
４ｎｍ以下の細孔の総細孔容積が全細孔容積の８０％以上の細孔分布を有する活性炭を得
ることを特徴とする活性炭の製法に係る
【００１０】
請求項３の発明は、前記木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を均
一に分散する工程において、該アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を水
溶液として分散することを特徴とする請求項２に記載の活性炭の製法に係る。
【００１１】
請求項４の発明は、前記木質にアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を均
一に分散する工程において、木質が坦持するアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なく
とも一種の金属成分重量は、木質１００重量部に対し０．０５～１重量部となるようにア
ルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を分散することを特徴とする請求項２
または３のいずれか１項に記載の活性炭の製法に係る。
【００１２】
請求項５の発明は、前記木質の炭化及び賦活を行う工程において、５００～１０００℃の
初期加熱段階を経過後、７００～１０００℃の後期加熱段階を維持しながら加熱すること
により、炭化及び賦活の工程を一括して行うことを特徴とする請求項２ないし４のいずれ
か１項に記載の活性炭の製法に係る。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明の活性炭は、請求項１に規定する製法・過程を経ることにより、同項に示す物性を
有するに至ったものである。すなわち、本発明の活性炭は、木質に後述するアルカリ金属
及びアルカリ土類金属の少なくとも一種を該木質の表面をほぼ均一に覆うように分散する
。続いて、前記アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種が分散された木質を
、適宜の乾燥手段により、木質中の水分含量を４０重量％以下、好ましくは３５重量％以
下に乾燥した後に炭化する。炭化に際し、前出のアルカリ金属，アルカリ土類金属は、加
熱燃焼時に木質から発生する水性ガス及び揮発性炭化水素類の発生量及び反応性を制御し
、メソ細孔の発達を抑制する。同時に前出の水性ガス及び揮発性炭化水素類により賦活を
行うものである。このため、細孔径２ｎｍ以下の細孔の総細孔容積は全細孔容積の６５％
以上、かつ細孔径４ｎｍ以下の細孔の総細孔容積は全細孔容積の８０％以上である物性を
有する。
【００１４】
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請求項２ないし５に規定する本発明の活性炭の製法に関し、図１の概略工程図に従い詳述
する。前記木質は、廃木材、木材チップ、木材ダスト、おが粉、椰子殻、廃竹等の硫黄、
窒素分を含まない木質系原料ならばどのようなものでもよい。これらを予め、１辺が２～
５ｍｍ、厚さ１～２ｍｍほどの細片に粉砕し、活性炭の原料である木質とする。また、前
記アルカリ金属（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ等のアルカリ金属（Ｉａ属））、アルカリ土類金属（Ｂ
ｅ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ等のアルカリ土類金属（ＩＩａ属））として示す各金属元素は、塩
化物、水酸化物、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩、炭酸塩等のイオン化合物として使用される
。なお、アルカリ金属，アルカリ土類金属は、１種類のみの金属成分あるいは２種類以上
の金属製分同士を混合して使用することができる。
【００１５】
請求項２に記載するように、木質に前出のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくと
も一種を分散する工程において、アルカリ金属，アルカリ土類金属のイオン化合物（固体
）は、公知の攪拌機を用いることにより、木質の表面にむらなく分散させることができる
。さらに、請求項３に規定するようにアルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一
種のイオン化合物を一旦水に溶解し水溶液とし、該水溶液を粉砕した木質に吹き付けまた
は浸漬することにより分散することができる。特に前出のアルカリ金属，アルカリ土類金
属のイオン化合物のうち、水に不溶性、難溶性でないものについては水溶液として分散す
ることが好ましい。このように水溶液状とすることにより、所望のアルカリ金属，アルカ
リ土類金属を簡便かつ濃度むらなく木質に分散させることが可能となる。
【００１６】
請求項４に規定するように、木質に分散（分散）するアルカリ金属及びアルカリ土類金属
（イオン化合物）の少なくとも一種の割合は、後述の実施例より明らかなように、該木質
自身の含有するアルカリ金属，アルカリ土類金属成分に加えてアルカリ金属，アルカリ土
類金属（イオン化合物）を分散し、それらの金属成分重量が、木質１００重量部に対し、
０．０５～１重量部となることが望ましい。前記範囲より分散量が少ない場合は、加熱燃
焼時に木質から発生する水性ガス及び揮発性炭化水素類の発生量及び反応性を制御に効果
がない。一方、分散量が多い場合は、水性ガス及び揮発性炭化水素類の発生量及び反応性
を抑制し、十分な細孔が形成されず所望の細孔径の分布が得られないこと、また不燃性の
金属成分が増し歩留まりが低下することである。前出の水溶液を用い分散する場合、木質
の含水量、該イオン化合物の金属成分、溶解度等を考慮の上、適切な水溶液濃度に設定さ
れる。なお、イオン化合物の水溶液として、調達し易く簡便さの観点から適宜濃度の塩化
ナトリウム水溶液を使用することができる。このように、塩化ナトリウム水溶液を利用す
る場合、賦活剤として塩基性物質を用いた従来製法と比較して賦活後の中和、水洗等を省
略可能であるためより好適である。
【００１７】
炭化工程に先立ち、木質の水分含量を４０重量％以下、好ましくは３５重量％以下に乾燥
することが望ましい。なぜならば、発明者の検証によると、本発明の特徴であるアルカリ
金属，アルカリ土類金属（イオン化合物）が分散された木質は、木質本来の含水量及び該
イオン化合物の分散に要した水溶液の含浸量から明らかなように、炭化時において過剰な
水分を含有するため炉内温度を低下させるおそれがある。加えて、木質の保持する水分量
を以降に行われる賦活に際し、水素、一酸化炭素等の水性ガス及び揮発性炭化水素類（揮
発性有機化合物、難揮発性有機炭素成分）の気散が細孔の発達に最適であることを考慮し
、上記範囲以下に乾燥することが望ましい。
【００１８】
また、乾燥においては、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素等の不活性ガスからなる非
酸化性雰囲気のもとで行われ、１００～２５０℃の温度下において木質の水分含量を減少
させるものである。なお、乾燥において３００℃以上に加熱すると、木質は発熱分解し始
めるため、上記温度範囲が最適である。
【００１９】
炭化工程には、ロータリーキルン、トンネルキルン、電気炉等の温度制御の可能な加熱・
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焼成手段が使用される。アルカリ金属，アルカリ土類金属（イオン化合物）が分散された
木質は、炉内に適宜微量の空気を送通しながら、５００～１０００℃に昇温しながら加熱
される。前記の温度域（５００～１０００℃）における加熱では、木質に含まれる揮発性
有機化合物、難揮発性有機炭素成分は揮発し始めるものの、分散したアルカリ金属，アル
カリ土類金属（イオン化合物）の影響から過剰な揮発、熱分解を防ぐことができる。同時
に、送通する空気量を制限するため、木質の燃焼による質量損失を抑制することができる
。
【００２０】
続いて、炭化の行われている炉内を７００～１０００℃に維持しながら加熱することによ
り、炭化しつつ、賦活をおこなうことができる。すなわち、木質由来の揮発性炭化水素類
（揮発性有機化合物、難揮発性有機炭素成分）の燃焼熱と該木質由来の水素、一酸化炭素
からなる水性ガスが木質表面の炭素と反応し細孔を発達させるものである。前記の温度域
（７００～１０００℃）における加熱では、分散したアルカリ金属，アルカリ土類金属（
イオン化合物）は、水性ガス及び揮発性炭化水素類の木質（炭化物）に与える反応に対し
抑制的に作用することにより、過剰な分解やミクロ～メソ孔の発達を防ぐものと考えられ
る。なお、図示はしないが木質をバッチ式で炭化、賦活する加熱手段においては、水分が
枯渇しやすいため賦活時に水（水蒸気）が適宜供給される。
【００２１】
請求項５に規定するとおり、本発明の活性炭の製法である乾燥、炭化工程、賦活工程を一
括して行う場合、ロータリーキルン等の容易に温度勾配を設定できる加熱・焼成手段を使
用することが望ましい。前記ロータリーキルンを用いる場合、炭化を行う前に該ロータリ
ーキルンにより、前述と同様の理由から、木質の水分含量は４０重量％以下、好ましくは
３５重量％以下に乾燥される。この場合木質の乾燥は、初期加熱段階（炭化工程）に入る
前に予め２００～２５０℃の気流中に数秒～数十秒間曝され、前記の水分含量に調整され
る。なお、乾燥は、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素等の不活性ガスからなる非酸化
性雰囲気のもとで行われる。
【００２２】
前記の炭化工程及び賦活工程は、５００～１０００℃の初期加熱段階（炭化工程）及び７
００～１０００℃の後期加熱段階（賦活工程）は、ともにそれぞれ１～５時間かけて連続
的に昇温しながら加熱される。初期，後期加熱段階とその温度下において進行する反応は
前述した通りである。
【００２３】
とりわけ、ロータリーキルンを用いての賦活工程（水蒸気賦活）では、図１に示す通り、
炭化工程において生じた揮発性炭化水素類（揮発性有機化合物、難揮発性有機炭素成分）
の燃焼により生じた発熱が賦活反応に寄与し、熱効率よく１０００℃に達することができ
る。木質は、石炭、石油類と比較して硫黄、窒素分が少なく、反応により生成される排気
ガスは主に水蒸気、二酸化炭素、窒素（空気由来）である。また、木質由来の揮発性炭化
水素類（揮発性有機化合物、難揮発性有機炭素成分）は、８００℃以上になると分解され
るため検出されない。これら生成されるガスの熱量は、熱交換機、ボイラー、製品乾燥用
等の各種の熱源に有効利用される。
【００２４】
ロータリーキルン等の加熱・燃焼炉において、初期加熱段階から後期加熱段階まで木質を
加熱することにより発生した揮発性炭化水素類（揮発性有機化合物、難揮発性有機炭素成
分等）を燃焼させるために、外部から微量空気（酸素）が導入される。また、前記微量空
気は水蒸気賦活による水性ガス反応にも利用される。ただし、過剰の酸素の導入により木
質の燃焼が進み、活性炭の質量損失すなわち収率の低下を引き起こすため好ましくない。
そのため、発明者の検証によると最終的に排気されるガス中の酸素濃度は６％以下、特に
３～５％になるように導入する空気量を調整することが望ましい。
【００２５】
以上に述べたとおり、炭化・賦活を終えた活性炭は、後処理として、平均粒径１５０μｍ
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に用いる場合には平均粒径１００μｍ以下に粉砕することが望ましい。
【００２６】
【実施例】
以下の実施例において、吸着性能、充填密度、比表面積、細孔容積、細孔径分布、含有元
素を測定した。測定方法は下記の通りである。
・吸着性能：ＪＩＳ　Ｋ　１４７４に基づき、メチレンブルー、ヨウ素、カラメル脱色力
の吸着性能を測定した。
・充填密度：ＪＩＳ　Ｋ　１４７４に基づき、充填密度を測定した。
・比表面積：７７Ｋにおける窒素吸着等温線を日本ベル（株）製のＢＥＬＳＯＲＰ１８Ｐ
ＬＵＳにより測定し、その結果をＢＥＴ（Ｂｒｕｎａｕｅｒ　Ｅｍｍｅｔｔ　Ｔｅｌｌｅ
ｒ）法により解析して求めた。
・細孔径分布：細孔径分布は活性炭の７７Ｋでの窒素吸着等温線を日本ベル（株）製のＢ
ＥＬＳＯＲＰ１８ＰＬＵＳにより測定し、これをＤｏｌｌｉｍｏｒｅ－Ｈｅａｌ法により
解析し求めた。
・全細孔容積：Ｇｕｒｖｉｔｓｃｈの法則を用い、活性炭の７７Ｋでの窒素吸着等温線を
日本ベル（株）製のＢＥＬＳＯＲＰ１８ＰＬＵＳにより測定し、相対圧０．９５１におけ
る液体窒素換算した窒素吸着量を全細孔容積とした。
・元素分析：（株）島津製作所製　原子吸光光度計　ＡＡ－６５００を用い、原子吸光光
度法により分析した。
【００２７】
Ｉ．アルカリ金属，アルカリ土類金属の分散量検討段階
（分散量の調整）
アルカリ金属（Ｉａ属）及びアルカリ土類金属（ＩＩａ属）の金属の中から、ナトリウム
を選択し、その塩化物である塩化ナトリウムについて最適な金属性分の坦持量を求めた。
【００２８】
木質は１辺２～５ｍｍ、厚さ１～２ｍｍほどの細片に粉砕した北米産松のおが粉１５０ｇ
を用意し、３重量％の塩化ナトリウム水溶液を調整後、以下、Ａ－０及びＡ－１～Ａ－３
の４種類について試作した。
Ａ－０：１５０ｇのおが粉のみ。（塩化ナトリウム水溶液無添加）
Ａ－１：１５０ｇのおが粉に塩化ナトリウム水溶液７．５ｍｌ添加。
Ａ－２：１５０ｇのおが粉に塩化ナトリウム水溶液２０ｍｌ添加。
Ａ－３：１５０ｇのおが粉に塩化ナトリウム水溶液６０ｍｌ添加。
【００２９】
Ａ－０及び塩化ナトリウム水溶液がそれぞれ所定重量分散されたおが粉Ａ－１～Ａ－３を
内容量１３Ｌのロータリーキルン型実験炉に封入し、１１０℃のもと３時間の加熱により
乾燥した。続いて同炉を室温から９００℃に４時間かけて昇温し炭化した。引き続き、水
を２．５ｍｌ／分の流量で炉内に導入し、９００℃を３０分間維持することにより賦活し
た。
【００３０】
前記賦活後、所定量の塩化ナトリウム水溶液を分散した活性炭は、平均粒径１０μｍに粉
砕した。このようにして得られた粉末状活性炭について、細孔容積（分布）、比表面積を
求め、表１に示す。表１において、Ａ－１～Ａ－３のナトリウム含有量には、木質自体の
ナトリウムを含有するものである。
【００３１】
【表１】
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【００３２】
上記表１より明らかなとおり、金属成分（イオン化合物）を分散し炭化、賦活を行った活
性炭は、細孔径（直径）２．０ｎｍ以下に所望の分布が見られ、比表面積も向上した。
【００３３】
前出のおが粉２５０ｇに３．５重量％の塩化ナトリウム水溶液を所定量ずつ添加し、下記
表２に示すＢ－０（前記水溶液無添加）及びＢ－１～Ｂ－６の７種類のそれぞれについて
、前出のロータリーキルン型実験炉に封入し、１１０℃のもと３時間の加熱により乾燥し
た。続いて同炉を室温から９２０℃に２時間かけて昇温し炭化した。引き続き、水を３．
３ｍｌ／分の流量で炉内に導入し、９２０℃を１時間維持することにより賦活した。
【００３４】
炭化、賦活を行う前に、Ｂ－０と前記の所定量の３．５重量％の塩化ナトリウム水溶液を
添加したＢ－１～Ｂ－６の７種類のそれぞれについて、予め金属ナトリウム含有量の元素
分析を行い、単位木質重量当たりの存在比率をｐｐｍ（μｇ／ｇ（木質））として表２に
示した。併せて、賦活終了後の活性炭の重量を測定し、当初の木質との重量変化から収率
を求めた。なお、収率（％）＝（賦活終了後の活性炭の重量／もとの木質の重量（乾燥重
量換算））×１００である。
【００３５】
【表２】

【００３６】
表２から理解されるように、金属濃度が上昇するほど木質からの活性炭収率が向上する。
従って、表１及び表２より、木質が坦持するアルカリ金属，アルカリ土類金属の重量は、
木質１００重量部当たり、木質自身の含有量も併せてアルカリ金属及びアルカリ土類金属
の少なくとも一種（イオン化合物）の金属成分が０．０５～１重量部とすることが望まし
いといえる。なお、金属成分を１重量部以上坦持する場合、活性炭に占める塩量が増加し



(8) JP 4142341 B2 2008.9.3

10

20

30

歩留まりが悪化すること、塩による炉等の装置への影響、収率の改善が頭打ちになること
を鑑み、上限は１重量部以下とすることが望ましいといえる。
【００３７】
ＩＩ．量産試作段階
（サンプルの作成）
前記Ｉのアルカリ金属，アルカリ土類金属の分散量検討段階より木質１００重量部にアル
カリ金属，アルカリ土類金属（イオン化合物）の金属成分が０．０５～１重量部とするこ
とが望ましい。そこで発明者は、これまでの経緯を踏まえ、アルカリ金属，アルカリ土類
金属を分散した木質を連続的に乾燥、炭化、賦活するため、有効径３ｍ、炉長４０ｍのロ
ータリーキルンを作成し、該ロータリーキルンによる量産を試みた。
【００３８】
原料となる木質は、前記Ｉの場合と同様に１辺が２～５ｍｍ、厚さ１～２ｍｍほどの細片
に粉砕した。また、アルカリ金属，アルカリ土類金属の金属成分の分散は、比較的調達し
やすく、前記した分散量を満足する上で好適な３．５重量％の塩化ナトリウム水溶液を用
いた。ベルトコンベア上を移動する木質に対し、順次３．５重量％の塩化ナトリウム水溶
液をスプレーノズルにより噴霧し、前記ロータリーキルンに投入した後、２００～２５０
℃の気流中に数秒間曝し、木質自体の水分含量を３３重量％まで乾燥させた。この場合、
空気の流入を防ぎ不活性雰囲気下とした。なお、実施例においては連続処理のため、木質
９重量部に対し３．５重量％の塩化ナトリウム水溶液１重量部を噴霧した。
【００３９】
乾燥を終えた木質は、同ロータリーキルン内の５００℃に設定した初期加熱段階を５時間
かけて炭化した。続いて８００℃に設定した後期加熱段階を５時間かけて炭化した木質を
賦活した。
【００４０】
前記ロータリーキルンにおいて、炭化、賦活を行う際、最終的にロータリーキルンから排
気されるガス中の酸素濃度は３～５％になるようにロータリーキルンに送通する空気量を
調整した。炭化、賦活工程終了後平均粒径１０μｍに粉砕し、活性炭Ｃ－１とした。
【００４１】
（従来品との細孔分布等の比較）
前記のロータリーキルンにより製造した本発明の活性炭Ｃ－１、図３に明示し従来技術の
説明に述べた予め炭化処理を行い揮発性成分を分解し素灰を製造した後に賦活を行った活
性炭Ｘ（太閤ＡＰ，二村化学（株）製）及び同様な製法により製造された他社製の浄水用
水蒸気賦活粉末活性炭Ｙの３種類について、細孔容積（分布）、比表面積を求めた。なお
、活性炭Ｘ及びＹは、活性炭Ｃ－１と同様の平均粒径１０μｍに粉砕し測定に用いた。結
果は表３に示す通りである。
【００４２】
【表３】
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【００４３】
表３において、ロータリーキルンによる製造においても前記Ｉの表１に表す細孔分布と同
様の細孔分布が確認でき、従来品との比較から２．０ｎｍ以下の細孔分布が顕著に増加し
た。
【００４４】
また、本発明の活性炭Ｃ－１と３．５重量％の塩化ナトリウム水溶液を分散しない木質を
Ｃ－１と同様の製法に基づき製造したＤ－１について、メチレンブルー，ヨウ素吸着性能
、充填密度、カラメル脱色力及び測定した。結果は表４に示す通りである。なお、本発明
の活性炭Ｃ－１を製造するに当たり、３．５重量％の塩化ナトリウム水溶液を噴霧し乾燥
を行うことにより木質の水分含量は、３８．３％から３３．０％に減少した。ナトリウム
濃度は、１４９ｐｐｍ（μｇ／ｇ（木質））から１３２４ｐｐｍ（μｇ／ｇ（木質））に
増加した。
【００４５】
【表４】

【００４６】
表４において、カラメル脱色力が低下した要因は、活性炭の細孔が小径化したことに伴い
、分子量の大きなカラメル分子は細孔に入り込むことができず吸着されにくくなったこと
と推定できる。一方、ヨウ素吸着性能が改善した要因は、活性炭の細孔が小径化したこと
に伴い、分子量の小さなヨウ素（分子）が細孔に侵入しやすく吸着が促進したことと推定
できる。
【００４７】
（低分子有機物の吸着性能の比較）
分子量１０００～３０００前後の低分子有機物を含有する水として、北海道道央地区の浄
水場より採取した上水原水を用いた。前記原水１００ｍｌに対し、活性炭Ｃ－１，Ｘ，Ｙ
をそれぞれ０．００５ｇ（０．０５ｇ／Ｌ）ずつ添加し、１２時間振とう後、孔径０．４
５μｍのメンブレンフィルターによりそれぞれを濾過した。各濾液について、２６０ｎｍ
における吸光光度を５０ｍｍのセルにより測定し、前記原水と活性炭処理水との比較から
２６０ｎｍにおける除去率を求めた。結果は表５に示す通りである。なお、除去率（％）
＝〔１－（活性炭処理水の吸光度／原水の吸光度）〕×１００である。
【００４８】
【表５】
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前記原水中に含まれる種々の低分子有機物に対する吸着性能を実証するため、下記の条件
の下、高速液体クロマトグラフィーを用い分子量分画テストを行い、図２に表す分子量分
画曲線を得た。
使用カラム：日立カラム　ＧＬ－Ｗ５２０（内径１０．７ｍｍ、長さ３００ｍｍ）
移動相：０．０２ｍｏｌ／Ｌ　ＫＨ2ＰＯ4　＋　０．０２ｍｏｌ／Ｌ　Ｎａ2ＨＰＯ4

移動相流速：０．４ｍｌ／分
検出器：ＵＶ検出器　ＳＰＤ－１０Ａ　ＶＰ　（（株）島津製作所製）
【００５０】
高速液体クロマトグラフィーに注入するサンプルは、前記原水１００ｍｌに対し、活性炭
Ｃ－１，Ｘをそれぞれ０．００２ｇ（０．０２ｇ／Ｌ）ずつ添加し、１２時間振とう後、
孔径０．４５μｍのメンブレンフィルターによりそれぞれを濾過し、活性炭処理サンプル
とした。対象として活性炭を添加せずにメンブレンフィルターにより濾過のみを行った原
水サンプルを用意した。図２において、前記原水サンプルに矢印で付した数値は、原水中
の低分子有機物（フミン類）の分子量（ＭＷ．）を表すものである。縦軸は紫外線吸光度
を表し、数値が低いほど低分子有機物（フミン類）の存在量が少ないものである。図２に
表す分子量分画曲線より理解される通り、本発明の活性炭Ｃ－１を用いて処理を行ったサ
ンプルは、既存品を用い処理を行ったサンプルと比較し、良好な吸着性能を発揮した。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によると、細孔径２ｎｍ以下の細孔の総細孔容積は
全細孔容積の６５％以上、かつ細孔径４ｎｍ以下の細孔の総細孔容積は全細孔容積の８０
％以上とする細孔分布を有するため、分子量１０００～３０００前後の低分子有機物、特
にフミン類の吸着に効果を発揮し、浄水処理時の活性炭使用量を低減することができる。
【００５２】
請求項２ないし５の発明によると、アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも一種
を均一に木質へ分散することにより、前記木質自身の発する水性ガスや揮発性炭化水素類
の過剰な揮発、分解を抑制し、収率を向上させることができた。また、炭化、賦活の両工
程を単一の加熱焼成装置内において連続して行い、同時に木質自身の発する水性ガスや揮
発性炭化水素類を賦活反応に利用することが可能となり、フミン類の吸着に効果を発揮す
る特異的な細孔分布を有する活性炭生産の簡素化かつ効率化が実現した。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の活性炭製造に係る概略工程図である。
【図２】高速液体クロマトグラフィーによる分子量分画曲線である。
【図３】従来の活性炭製造に係る概略工程図である。
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