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(57)【要約】
【課題】処理対象物からヒ素を簡単、迅速、且つ、安価
に除去すること。
【解決手段】本発明に係る有害元素低減方法は、鉄の含
有率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量
％以上、且つ、ケイ素含有率が１０質量％以下である製
鋼スラグを７０質量％以上含む有害元素低減材を処理対
象物に接触させることによって、処理対象物のヒ素含有
量を低減、若しくは、処理対象物からのヒ素溶出量を低
減させる処理工程を含む。この処理工程実行する前に、
処理対象物に含まれる３価のヒ素を５価のヒ素に酸化さ
せることが望ましい。これにより、処理対象物からヒ素
を簡単、迅速、且つ、安価に除去することができる。ま
た、全く同様の処理により、ヒ素と同時に６価クロム、
ベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、
及び鉛を簡単、迅速、且つ、安価に除去することができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄の含有率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量％以上、且つ、ケイ素含
有率が１０質量％以下である製鋼スラグを７０質量％以上含むことを特徴とする有害元素
低減材。
【請求項２】
　鉄の含有率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量％以上、且つ、ケイ素含
有率が１０質量％以下である製鋼スラグを７０質量％以上含む有害元素低減材を処理対象
物に接触させることによって、該処理対象物のヒ素含有量を低減、若しくは、該処理対象
物からのヒ素溶出量を低減させる処理工程を含むことを特徴とする有害元素低減方法。
【請求項３】
　前記処理工程の前に、前記処理対象物に含まれる３価のヒ素を５価のヒ素に酸化させる
工程含むことを特徴とする請求項２に記載の有害元素低減方法。
【請求項４】
　鉄の含有率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量％以上、且つ、ケイ素含
有率が５質量％以下である製鋼スラグを８５質量％以上含む有害元素低減材を処理対象物
に接触させることによって、該処理対象物のヒ素、６価クロム、ベリリウム、ニッケル、
銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛のうちの少なくとも一つの元素の含有量を低減させ
る処理工程を含むことを特徴とする有害元素低減方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水、土壌、廃棄物などの処理対象物からヒ素、６価クロム、ベリリウム、ニ
ッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛を除去するための有害元素低減材及び有害
元素低減方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自然発生的要因及び／又は産業発生的要因によって発生した有害元素に起因する
環境保全上の支障を除去する必要性が高まっている。このため、水質汚濁防止法では、排
水中におけるヒ素（Ａｓ）の濃度が０．１ｍｇ／Ｌ（リットル）以下に定められ、土壌汚
染対策法では、環境省告示１３号及び４６号試験法での溶出液中におけるヒ素の濃度（土
壌環境基準値（平６環庁告２５））が０．０１ｍｇ／Ｌ以下（農用地においては１５ｍｇ
／Ｌ未満）に定められている。
【０００３】
　水、土壌、廃棄物などの処理対象物からヒ素を除去する方法としては種々の方法が提案
されている。例えば、特許文献１～３には、鉄系化合物によるイオン交換反応や凝集沈殿
分離を利用してヒ素を除去する方法が記載されている。特許文献４，５には、活性アルミ
ナなどのアルミニウム化合物による化学吸着を利用してヒ素を除去する方法が記載されて
いる。特許文献６には、第一鉄塩とＣａ（ＯＨ）２とを排水に添加してヒ素を凝集分離す
る方法が記載されている。特許文献７～１１には、カルシウム源としてのカルシウムフェ
ライトを提供する高炉徐冷スラグが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１０８２８０号公報
【特許文献２】特開平９－８５２２４号公報
【特許文献３】特開平１０－３４１２４号公報
【特許文献４】特開平１０－１２８３１３号公報
【特許文献５】特開２００１－２５２６７５号公報
【特許文献６】特開２００２－１９２１６７号公報
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【特許文献７】特開２０００－８６３２２号公報
【特許文献８】特許第４１７９６０４号公報
【特許文献９】特許第３９６０９４７号公報
【特許文献１０】特許第３８４１７７０号公報
【特許文献１１】特許第４２６４５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１～３記載の方法では、鉄系化合物として還元性鉄粉を用いて
いるために、処理対象物からヒ素を除去するまでに多くの時間を要する。特許文献２，３
記載の方法では、鉄系化合物として硫酸第一鉄を用いているために、系に硫黄系の化合物
を添加する必要があり、環境負荷の弊害が新たに発生するおそれがある。また、水酸化物
としての沈殿分離では、固液分離操作が煩雑であるのに加えて、ｐＨなどの調整が必要で
あり、またｐＨの変動によってヒ素の補集率が大幅に変動することがある。
【０００６】
　特許文献４，５記載の方法では、アルミニウム化合物として用いられるハイドロタルサ
イトや酸化アルミニウムなどの材料が高価であるのに加えて、アルミニウム摂取とアルツ
ハイマー病との関連が指摘されるなど、安全性が十分に検証されていない。特許文献６記
載の方法では、固液分離操作が煩雑であるのに加えて、ｐＨなどの調整が必要である。特
許文献８記載の方法は、カルシウムフェライトと高炉水砕スラグとの混合物を用いてＣｒ
（６価），Ａｓ，Ｓｅを固定化する方法であるが、これは特許文献７に記載された高炉水
砕スラグによるＣｒ（６価）固定化の方法を発展させた方法であり、５～９０％のカルシ
ウムフェライトが必要であるため、高価である。
【０００７】
　特許文献９，１０記載の方法は、Ｓ，Ｆｅを含有する高炉徐冷スラグをヒ素低減材とし
て用いるものであるが、Ｓの混入は新たな環境負荷の要因となりうるため好ましくない。
特許文献１１記載の方法は、高炉徐冷スラグと製鋼スラグとからなるヒ素低減材であるが
、Ｓを０．３％以上含有しているために、Ｓの混入が新たな環境負荷の要因となりうるた
め好ましくない。また、有害物質低減材を添加混合した際の水又は土壌のｐＨが７以下で
あることが規定されており、ｐＨが７を越えるような処理対象物には適用できない、若し
くは、ｐＨを７以下に調整するための煩雑な処理が必要になる。特許文献８～１１記載の
方法では、水質検液５０ｍＬに対して１０ｇと非常に多くのヒ素低減材が必要な上に、非
常に長い処理日数（実施例では２８日）が必要になる。処理液に対してヒ素低減材は少な
いほどよいが、工業的には多くても処理液に対して１０％程度の量に抑えることが好まし
い。
【０００８】
　処理が求められる汚染土壌などには通常０．１μｇ～数１０００ｍｇ／ｋｇのヒ素が含
まれている。本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、処理対象
物からヒ素を簡単、迅速、且つ、安価に除去可能な有害元素低減材及び有害元素低減方法
を提供することにある。
【０００９】
　また、ヒ素以外の環境規制物質である６価クロム、ベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛、
カドミウム、水銀、及び鉛は、ヒ素と同一の処理で除去することが困難な成分であるが、
これらをヒ素と同時に低減できれば、処理はより簡単、迅速、且つ、安価になりうる。そ
こで、本発明の他の目的は、全く同一の処理により、処理対象物からヒ素と同時に６価ク
ロム、ベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛を簡単、迅速、且つ
、安価に除去可能な有害元素低減材及び有害元素低減方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る有害元素低減材は、鉄の含有
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率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量％以上、且つ、ケイ素含有率が１０
質量％以下である製鋼スラグを７０質量％以上含むことを特徴とする。
【００１１】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る有害元素低減方法は、鉄の含
有率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量％以上、且つ、ケイ素含有率が１
０質量％以下である製鋼スラグを７０質量％以上含む有害元素低減材を処理対象物に接触
させることによって、該処理対象物のヒ素含有量を低減、若しくは、該処理対象物からの
ヒ素溶出量を低減させる処理工程を含むことを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る有害元素低減方法は、上記発明において、前記処理工程の前に、前記処理
対象物に含まれる３価のヒ素を５価のヒ素に酸化させる工程を含むことを特徴とする。
【００１３】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る有害元素低減方法は、鉄の含
有率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量％以上、且つ、ケイ素含有率が５
質量％以下である製鋼スラグを８５質量％以上含む有害元素低減材を処理対象物に接触さ
せることによって、該処理対象物のヒ素、６価クロム、ベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛
、カドミウム、水銀、及び鉛のうちの少なくとも一つの元素の含有量を低減させる処理工
程を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る有害元素低減材及び有害元素低減方法によれば、処理対象物からヒ素を簡
単、迅速、且つ、安価に除去することができる。また、本発明に係る有害元素低減材及び
有害元素低減方法によれば、全く同一の処理により、処理対象物からヒ素と同時に６価ク
ロム、ベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛を簡単、迅速、且つ
、安価に除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、攪拌時間の変化に伴う３価のヒ素の残存率の変化を示す図である。
【図２】図２は、攪拌時間の変化に伴う５価のヒ素の残存率の変化を示す図である。
【図３】図３は、脱燐スラグに捕集されなかったヒ素、６価クロム、ベリリウム、ニッケ
ル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛の残存率を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の発明者らは、鋭意研究を重ねてきた結果、製鋼スラグが、Ｆｅによるイオン交
換作用及び吸着作用、Ｆｅ水酸化物による凝集作用、及びＣａＯによるｐＨ調整作用を複
合的に発揮することによって、ｐＨがアルカリ側で水及び固体から溶出するヒ素を捕集す
る高い能力を有することを知見した。ｐＨが酸性でもヒ素捕集効果は高くなるが、製鋼ス
ラグそのものが処理液に溶解していってしまうため好ましくない。一方、ｐＨがアルカリ
側になるほどヒ素捕集効果は高くなるが、好適なｐＨは製鋼スラグのＦｅ含有率に依存し
、Ｆｅ２０質量％含有の製鋼スラグではｐＨ９以上にならないと充分な効果を発揮できな
いのに対し、Ｆｅ３０質量％以上含有すればｐＨ７．５以上のより低ｐＨ域からヒ素が高
効率に捕集可能になることを知見した。
【００１７】
　ここで、製鋼スラグとは、溶銑やスクラップなどを精錬して鋼を製造する際に同時に製
造される転炉スラグ、電気炉スラグ、及びそのほか製鋼工程で製造される溶銑予備処理ス
ラグ（溶銑を転炉に装入する前に溶銑の脱硫、脱珪、脱燐などの処理をする際に生成され
るスラグ。予備処理の内容に応じて生成されるスラグを脱硫スラグ、脱珪スラグ、脱燐ス
ラグなどと称する）、二次精錬スラグ（転炉などから出鋼した溶鋼に脱硫、脱燐、脱ガス
などの処理をする際に生成されるスラグ）、スロッピングスラグ（転炉吹錬中に炉内から
飛び出し、炉下に落下したスラグ）、鋳造スラグ（溶鋼を鋳型又は連続鋳造機に注入した
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後、溶鋼鍋に残留したスラグ）、及び混銑炉スラグ（混銑炉から排出されたスラグ）を意
味する。より具体的には、製鋼スラグは、鉄鋼製造プロセスにおいて生成されるものであ
り、ＣａＯ，ＳｉＯ２，ＦｅＯ，Ｆｅ２Ｏ３，ＭｇＯ，ＭｎＯ，Ｐ２Ｏ５を主成分、Ａｌ

２Ｏ３，Ｓなどを副成分として含有するものである。代表的な鉱物相としては、ダイカル
シウムシリケート（β－Ｃａ２（ＳｉＯ４，ＰＯ４）），トリカルシウムシリケート（（
Ｍｇ，Ｃａ，Ｍｎ，Ｆｅ）３ＳｉＯ５），ウスタイト（ＦｅＯ），マグネタイト（Ｍｎ，
Ｆｅ）３Ｏ４），ライム（ＣａＯ），ダイカルシウムフェライトチタネート（Ｃａ２（Ａ
ｌ，Ｆｅ）２Ｏ５－Ｃａ（Ｓｉ，Ｔｉ）Ｏ）などが存在する。
【００１８】
　製鋼スラグとしては、鉄含有率が３０質量％以上、カルシウムの含有率が１０質量％以
上、且つ、ケイ素含有率が１０質量％以下の脱燐スラグなどの製鋼スラグを使用するとよ
い。製鋼スラグによるヒ素の除去効果は、製鋼スラグに含まれるＦｅのイオン交換と吸着
作用とによることから、鉄含有率が低くなるほど低下し、特許文献８～１０に記載の高炉
スラグのような鉄含有率が低いスラグではほとんど発現しない。また、特許文献１１記載
の方法のように、高炉スラグに製鋼スラグを含有させた場合であっても、上記製鋼スラグ
の含有率が７０質量％未満である場合、さらに有害元素低減材を添加混合した後の溶液又
は土壌のｐＨが９未満である場合には、ヒ素の除去効果は著しく低い。このため、製鋼ス
ラグの含有率は７０質量％以上、好ましくは９０質量％以上、低減材添加後の溶液又は土
壌のｐＨは高いほどよく特に７．５以上であることが望ましい。製鋼スラグを７０質量％
以上含有する有害元素低減材にほぼ中性の水を添加した場合に溶液のｐＨを７．５以上に
するのに必要な製鋼スラグの組成としては、鉄含有率が３０質量％以上、カルシウムの含
有率が１０質量％以上、且つ、ケイ素含有率が１０質量％以下であることが必要で、この
ような組成を有する製鋼スラグを７０質量％以上含有する有害元素低減材であれば、添加
時に試薬添加などによるｐＨの調整は特に必要なく、処理対象物に対して少量の添加でも
ｐＨ７．５以上になり、迅速、且つ、効率よくヒ素を除去することができる。また、製鋼
スラグは、通常、鉄の含有率が４０質量％以下、カルシウムの含有率が５０質量％以下、
且つ、ケイ素の含有率が４質量％以上であるため、この範囲のものを用いることができる
。
【００１９】
　製鋼スラグは単独で用いても、若しくはヒ素の低減処理を円滑に行うために成形助剤を
添加してもよい。処理対象物との接触表面積を増やすためには、製鋼スラグは粉砕して粉
末化することが望ましいが、製鋼スラグはもともと粒径が小さいものが多いので、そのま
ま用いる、若しくは固液分離の際の操作性を考慮して水質を通液できるようなカラム状容
器に充填する機械プレスなどの方法によって、処理に適した形成に成形するなどの手段を
とることができる。水質の処理に用いる場合には、対象試料に直接本発明の製鋼スラグを
添加、攪拌後、ろ過などによってスラグを取り除くことによって、水質中のヒ素は製鋼ス
ラグと共に固相に移動し、水質中のヒ素の量を低減させることができる。粉末状の製鋼ス
ラグをカラム状の容器に充填若しくは一定形状に成形し、これに対象の水質試料を通液す
ることによって、水質中のヒ素を除去できる。この場合、スラグに捕集されたヒ素は酸性
の溶液を通液することによってスラグから溶離するので、スラグを充填した除去カラム及
び成形カラムは、水質処理に繰り替えし利用することができる。
【００２０】
　さらに、本発明の発明者らは、上述のヒ素の捕集と全く同様の処理により、ヒ素と同時
に６価クロム、ベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛を簡単、迅
速、且つ、安価に除去できることを見出した。通常、水中でオキソ酸イオンとして存在す
るヒ素と陽イオンとして存在するベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、
及び鉛とを同時に捕集できる条件を見出すことが可能な捕集材及び捕集条件は極めて少な
い。しかしながら、製鋼スラグによれば、Ｆｅによるイオン交換作用及び吸着作用、Ｆｅ
水酸化物による凝集作用、及びＣａＯによるｐＨ調整作用を複合的に発揮することによっ
て、このような優れた効果が得られる。さらに、製鋼スラグによれば、含有するＦｅ（II
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捕集することができる。
【００２１】
　ヒ素の除去に利用されるヒ素の形態は特に限定されるものではないが、鉄に捕集されや
すい５価のヒ素に変化させることによって、ヒ素はより効率的に製鋼スラグに捕集される
。３価のヒ素から５価のヒ素への酸化は、塩素（例えば次亜塩素酸）やオゾンの添加、吹
き込みなどによって容易に行うことができる。土壌や廃棄物などの処理に用いる場合には
、本発明の製鋼スラグを混合して用いる方法や散布する方法、スラリー状にして注入する
方法などがある。本発明の製鋼スラグの組成は、天然の岩石に近く、スラグ単体でも路盤
材などの土工用材料として用いることができることから、土壌の改質方法として有用であ
る。
【００２２】
〔実施例１〕
　実施例１では、２ｍｍ目のふるいを通過するように粉砕した脱燐スラグ（Fe35.5%，Si8
.5%，Al2.0%，Ca14.5%，As<5ppm）及び比較例としての高炉徐冷スラグ（Fe0.6%，Si15.8%
，Al7.2%，Ca28.4%，As<5ppm）(ここで％は質量％を、ppmは質量ppmを表す)それぞれ０．
１ｇ及び０．３ｇに対して３価及び５価のヒ素を１μｇ／ｍＬ含む水溶液５０ｍＬをそれ
ぞれ混合し、攪拌、ろ過した後、ろ液中のＡｓ濃度をＩＣＰ質量分析法を用いて定量した
。攪拌時間の変化に伴う３価及び５価のヒ素の溶液中（ろ液中）の残存率の変化をそれぞ
れ図１，２に示す。図１，２に示すように、脱燐スラグは、高炉徐冷スラグと比較してＡ
ｓに対して優れた捕集能力を示し、５価のＡｓにおいては、脱燐スラグ０．３ｇでろ液５
０ｍＬ中のＡｓが１０分で７５％以上、６０分で８０％以上が除去できることが知見され
た。また、３価のＡｓよりも５価のＡｓの方が効率よく除去できることが知見された。
【００２３】
〔実施例２〕
　実施例２では、始めに、褐色森林土と基材との混合土壌からなる汚染土壌認証標準物質
（日本分析化学会製JSAC0462(As：71.5±2.9mg/kg)，JSAC0464(As：271.1±9.0mg/kg)）
０．５ｇに対して、２ｍｍ目のふるいを通過するように粉砕したスラグを用い環境庁告示
４６号試験法に基づく溶出試験を行い抽出液中のＡｓの濃度を測定することによってＡｓ
の溶出量を測定した。ここで各スラグの組成は、脱燐スラグ（Fe35.5%，Si8.5%，Al2.0%
，Ca14.5%，As<5ppm）、高炉徐冷スラグ（Fe0.6%，Si15.8%，Al7.2%，Ca28.4%，As<5ppm
）(ここで％は質量％を、ppmは質量ppmを表す)である。測定結果を以下の表１に示す。表
１に示すように、脱燐スラグを７０％以上含むスラグを汚染土壌認証標準物質に添加した
本発明例１～８では、比較例１～５と比較して、抽出液中のＡｓの濃度が低く、Ａｓ溶出
量の顕著な抑制効果が認められた。このことから、脱燐スラグを７０％以上含むスラグを
汚染土壌認証標準物質に添加することによって、Ａｓの溶出が抑制できることが知見され
た。
【００２４】
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【表１】

【００２５】
〔実施例３〕
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　実施例３では、脱燐スラグ（Fe35.5%，Si4.8%，Al1.8%，Ca14.7%，As<5ppm）(ここで％
は質量％を表す)を、実施例１，２と同様に粉砕して２ｍｍ目のふるいにかけ、ふるいを
通過したもの０．１ｇ及び０．３ｇに対して５価のヒ素及び６価クロム、ベリリウム、ニ
ッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛をそれぞれ１μｇ／ｍＬずつ含む水溶液５
０ｍＬを添加、３０分間攪拌後、ろ過した後、ろ液中のヒ素、６価クロム、ベリリウム、
ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛の濃度をＩＣＰ質量分析法を用いて定量
した。各元素の残存率を図３に示す。図３に示すように、脱燐スラグは、ヒ素と同様、６
価クロム、ベリリウム、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、水銀、及び鉛に対しても優れ
た捕集能力を示すことが知見された。また、ろ液５０ｍＬ中の６価クロムが１５％程度残
存し、ヒ素が１０～２０％程度残存した以外は、３０分でほぼ全量除去できることが知見
された。また、図２との比較により、ケイ素含有量が少ない脱燐スラグを使用することに
よって、よりヒ素が捕集されることが知見された。
【００２６】
〔実施例４〕
　実施例４では褐色森林土と基材との混合土壌からなる汚染土壌認証標準物質（日本分析
化学会製JSAC0466(As：1093±32mg/kg、Cr：1483±23mg/kg、Cd：1199±19mg/kg、Hg：11
3.5±5.6mg/kg、Pb：1214±2.6mg/kg)）０．５ｇに対して、実施例３で使用した脱燐スラ
グ（Fe35.5%，Si4.8%，Al1.8%，Ca14.7%，As<5ppm）(ここで％は質量％を表す)を実施例
１～３と同様に粉砕し、２ｍｍ目のふるいを通過したもの０．１ｇ及び０．３ｇを添加、
混合した。次に、この混合物に対して環境庁告示４６号試験法に基づく溶出試験を行い抽
出液中のヒ素、クロム、カドミウム、水銀、及び鉛の濃度をICP質量分析法で測定するこ
とによってヒ素、クロム、カドミウム、水銀、鉛の溶出量を測定した。測定結果を以下の
表２に示す。比較例として汚染土壌認証標準物質にスラグを添加せずに溶出試験を実施し
た結果を表２に併せて示す。ヒ素に関しては捕集率もあわせて示す。表２に示すように、
汚染土壌認証標準物質に脱燐スラグを添加した本発明例９，１０では、ヒ素に関して７０
％以上の高い捕集率を示したほか、クロム、カドミウム、水銀、及び鉛の抽出液中の濃度
がすべて０．００１ｍｇ／Ｌ未満になり、スラグ添加のない場合に比べて溶出量の顕著な
抑制効果が認められた。このことから、汚染土壌認証標準物質に脱燐スラグを添加するこ
とによって、処理対象物のヒ素、クロム、カドミウム、水銀、及び鉛の含有量の低減とヒ
素、クロム、カドミウム、水銀、及び鉛の溶出とが抑制できることが知見された。
【００２７】
【表２】

【００２８】
　以上、本発明者によってなされた発明を適用した実施の形態について説明したが、本実
施形態による本発明の開示の一部をなす記述及び図面により本発明は限定されることはな
い。すなわち、本実施形態に基づいて当業者などによりなされる他の実施の形態、実施例
及び運用技術などは全て本発明の範疇に含まれる。
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