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１．はじめに

　当局では，汚泥の全量焼却へ向かって各種設

備等の整備を進めているが，同時に発生する膨
大な焼却灰の資源化を確実に進めていかなけれ

ばならない。現在セメント原料化等が行われて
いるが，今後も増加する焼却灰に対してより確

実に資源化を進めるためにも，メニューの多様

化を図っていく必要がある。
　焼却灰には様々な重金属が含まれており，こ

れらに対して除去するか，溶出を抑制するかの
対策を実施すればより広範囲の利用が可能とな

る。この技術として現在，焼却灰を溶融し重金

属を分離，またはガラス質に封じ込めるなどし
て溶出を防止するものがある。しかし，焼却灰

を千数百℃に加熱する必要があることからコス
トがかかることが普及促進に支障となっている。

また，水砕スラグについては破断面が鋭利で危

険なことなどから十分な利用が行われていない
場合がある。そこで，今回，低コストで簡易な

資源化技術の開発を目標に焼却灰に対して加熱，
水洗，薬品添加処理を行い重金属の溶出挙動を

把握するとともに，現在，溶出基準のなかで最

も厳しい土壌環境基準の達成を目的とした資源
化技術の基礎調査を行った。

２．開発目標

　今回の技術開発に当たっての開発目標は以下

のとおりとした。
(1) ヒ素やセレンを含んだ焼却灰を加工して，

各種溶出基準を満足できるようにすること
(2) 処理費が安価であること

(3) 改質灰の搬出，加工が容易であること

(4) 従来の石灰添加，またはセメント混練より
優位性を持つこと

３．調査概要

(1) 原料灰

　葛西処理場（平成11年夏，冬の当局採取分
を含む），小台処理場

(2) 調査期間
　平成11年11月５日から平成12年３月24日ま

で

(3) 溶出試験方法
①　検液作成方法：環境庁告示第46号，再生

資源法
　②　分析方法

　　　鉛　　　　：JIS　K　0102　54.2

　　　カドミウム：JIS　K　0102　55.2
　　　シアン　　：JIS　K　0102　38.1.2，38.3

　　　総水銀　　：環境庁告示第59号　付表3
　　　総クロム　：JIS　K　0102　65.1

　　　ヒ素　　　：JIS　K　0102　61.2

　　　六価クロム：JIS　K　0102　65.2.1
　　　セレン　　：環境庁告示第59号　付表2

(4) 組成試験方法
　①　分析方法

　　　下水試験方法による

　②　粒度分布
　　　レーザー式粒度分布計

４．調査内容

(1) 原料焼却灰の性状把握

　今回原料として用いた焼却灰の重金属につ
いて含有量と溶出状況を調査し現状を把握し

た。
(2) 加熱処理

　焼却灰に含まれているヒ素，セレンは蒸発

温度がそれぞれ613℃（単体昇華温度），317℃
（二酸化セレン昇華温度）と比較的低いので

加熱することで灰中の金属を蒸発させること
を目的に，800℃まで加熱して含有量，溶出
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量の変化について検討した。

(3) 水洗処理

　焼却灰に含まれているヒ素，セレンはある
程度水に溶解するため，灰表面に付着してい

るものを水洗によって除去できるかどうかに
ついて検討した。

(4) 薬品添加処理

　重金属の溶出抑制に薬品添加を行うことは，
以前から良く知られている。今回，ヒ素，セ

レンの溶出抑制に有効な薬品の選定，添加率，
添加方法について検討を行った。また，各薬

品添加後に加熱処理を行い，その効果につい

て検討した。

５．結果と考察
(1) 原料灰の状況

　原料焼却灰の組成や溶出状況が，採集時期

や焼却炉によって異なるかどうかについて，
葛西処理場については採取時期を変えて小台

処理場については処理場ごとの違いを見るた

めに焼却灰を採取し，組成と溶出状況につい

て検討した。表－１，２に分析結果を示す。

　含有量について，葛西焼却灰の採取時期の
違いについては，重金属については酸化鉄が

ややばらつきがあるのを除き，ほぼ一定の状
況である。葛西処理場灰と小台処理場灰の違

いについては主要元素含有量を比較すると，

酸化カルシウムは小台のほうが多いのに対し
て，酸化第二鉄，五酸化二リン，酸化カリウ

ムについては葛西のほうが多かった。ヒ素と
セレンについては，葛西のほうが小台よりも

ヒ素で２～３倍，セレンで３～４倍多く含ま

れていた。
　溶出試験の結果では，いずれの焼却灰につ

いてもヒ素，セレン以外の重金属の溶出は見
られなかった。このうち，葛西焼却灰につい

ては，採取時期にかかわらずヒ素，セレンが

溶出した。小台の焼却灰についてはヒ素は溶
出しないものの，セレンが溶出した。

焼却灰名 葛西焼却灰 小台焼却灰
採取時期 平成11年1月 平成11年8月 平成12年2月 平成11年11月

水分 % 0.3%    0.7%    <0.1%    0.4%    
可燃分 %-ds 0.5%    0.4%    0.2%    0.6%    
灰分 %-ds 99.5%    99.6%    99.8%    99.4%    

　SiO2：二酸化ケイ素 mg/kg-ds 403,000    373,000    409,000    407,000    
　CaO：酸化カルシウム mg/kg-ds 75,500    71,100    75,600    105,000    
　Fe2O3：酸化第二鉄 mg/kg-ds 81,900    137,000    101,000    60,500    
　Al2O3：酸化アルミニウム mg/kg-ds 115,000    96,200    95,600    111,000    
　Na2O：酸化ナトリウム mg/kg-ds 6,950    5,730    9,140    6,270    
　K2O：酸化カリウム mg/kg-ds 14,400    16,900    16,400    9,750    
　P2O5：五酸化二リン mg/kg-ds 153,000    171,000    188,000    124,000    
　T-Cr：総クロム mg/kg-ds 530    590    610    68    
　Cd：カドミウム mg/kg-ds 1.8    5.2    1.9    2.4    
　Pb：鉛 mg/kg-ds 220    220    180    230    
　Zn：亜鉛 mg/kg-ds 4,250    3,590    3,950    2,960    
　Cu：銅 mg/kg-ds 1,980    1,530    2,170    1,190    
　T-Hg：総水銀 mg/kg-ds <0.01    <0.01    <0.01    <0.01    
　As：ヒ素 mg/kg-ds 14.1    20.9    15.7    6.4    
　Se：セレン mg/kg-ds 1.6    1.5    1.6    0.4    

表-1　原料焼却灰組成分析結果表－１　原料焼却灰組成分析結果
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(2) 加熱処理

　加熱処理によって，ヒ素，セレンが焼却灰

より揮発する可能性について検討した。
①　加熱温度

　葛西焼却灰を蒸発皿に入れ，電気炉で所
定の温度に一時間加熱し，ヒ素，セレンの

含有量，溶出量の変化を検討した｡加熱温

度については，焼却炉排熱を利用して加熱
することがコスト削減に有効なこと，あま

り高い温度であると改質装置の材質が高価
になることなどから800℃までとした。加

熱温度と重金属の変化について表－３に示

す。
　セレンについては，含有量が当初から少

なかったことから，温度変化による含有量，
溶出量に大きな変化は見られなかった。ヒ

素については，加熱温度を上げると溶出量

が減る傾向を示したが顕著なものではなか
った。

　ヒ素は，単体で加熱すると613℃で昇華
する。また，酸化物についてもAs２O３（以

下亜ヒ酸と略す）は500℃以下で揮発，As

２O５（以下ヒ酸と略す）は315℃で亜ヒ酸
に分解される。また，硫化物についても焼

却温度（800℃程度）で揮発してしまう。
一方，ヒ素の金属塩であるヒ酸鉛やヒ酸カ

ルシウム等ヒ酸塩の融点は1000℃以上と

推測される。これらを考え合わせると，実
際焼却灰に含まれているのはヒ酸塩では

ないかと推定された。
②　加熱時間

　葛西焼却灰を蒸発皿に入れ，電気炉で

600℃に加熱し，所定の時間経過後に取出
し加熱時間が与える影響について検討した。

加熱温度と重金属の変化について表－４に

示す。

　含有量については，ヒ素，セレンとも加

熱時間による増減はないと判断した。溶出
量については，セレンは加熱以前の試料が

既に定量下限値以下で減少傾向は明らかに
できなかった。一方，ヒ素については短時

間の加熱で溶出量は増えるが，1時間加熱

することにより加熱前より減少していた。

③　加熱雰囲気
　焼却灰を加熱する際に，窒素ガスを電気

炉に通し非酸化雰囲気とした場合と酸素ガ

スを通し酸素富化雰囲気とした場合につい
て，重金属の溶出挙動について検討した。

酸素を多く入れ加熱したのは，焼却灰中の
ヒ素化合物が酸化ヒ素の形態になり揮発が

促進されることを期待したものである。

　加熱時の雰囲気の影響について表－５に
示す。

　含有量，溶出量ともに加熱雰囲気を変化
させることによる効果は見られなかった。

焼却灰名 葛西焼却灰 小台焼却灰
採取時期 平成11年1月平成11年8月 平成12年2月 平成11年11月

pH － 8.1    8.0    8.2    9.5    
T-Cr mg/L <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    
Cr6+ mg/L <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    
Cd mg/L <0.005    <0.005    <0.005    <0.005    
Pb mg/L <0.005    <0.005    <0.005    <0.005    

T-Hg mg/L <0.0005    <0.0005    <0.0005    <0.0005    
CN mg/L <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    
As mg/L 0.07    0.14    0.08    <0.01    
Se mg/L 0.05    0.03    0.03    0.03    

表-2　原料焼却灰溶出試験結果

As Se

加熱温度 含有量 溶出量 含有量 溶出量

mg/kg mg/L mg/kg mg/L

加熱前 23.3 0.20 1.1 <0.01

400℃ 22.4 0.38 1.0 <0.01

600℃ 22.2 0.11 1.0 <0.01

800℃ 25.3 0.21 0.8 <0.01

表－３　加熱温度による重金属の変化

表－４　加熱時間と重金属の変化

As Se

加熱時間 含有量 溶出量 含有量 溶出量

mg/kg mg/L mg/kg mg/L

加熱前 23.3 0.20 1.1 <0.01

15 分 22.6 0.48 1.5 <0.01

30 分 23.2 0.31 2.2 <0.01

60 分 22.2 0.11 1.0 <0.01

表－２　原料焼却灰溶出試験結果
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④　亜ヒ酸添加時の挙動検討
　ヒ素の挙動を明かにするため焼却灰に予

め物性が明かな亜ヒ酸をヒ素濃度が1％と
なるように添加し，600℃で1時間加熱した。

試薬添加時のヒ素の変化を表－６に示す。

含有量で見ると亜ヒ酸は，600℃で加熱す
れば本来なら全量が揮発するはずであるが，

添加量の半分しか揮発しない結果となった。
また，溶出量は，溶解度から考えて添加し

た亜ヒ酸の全量が溶出試験液に溶け出すは

ずであるが，実際は添加した亜ヒ酸の数％
しか溶け出さないことがわかった。溶出し

ない原因としては，亜ヒ酸添加焼却灰を溶
出試験した場合，焼却灰から同時に溶出し

たカルシウム，鉄等が亜ヒ酸と反応し金属

塩を形成し溶出試験液中で不溶化すること
が考えられた。

　以上加熱について様々に検討を加えたが，
焼却灰が含有しているヒ素，セレンの挙動

を明かにできず，また溶出濃度を土壌環境

基準値（いずれも0.01mg／Ｌ）以下にする
ことはできなかった。

(3) 水洗処理
　焼却灰を水洗することにより，焼却灰から

水に溶けやすいヒ素，セレンを除去低減させ
ることを目的に実施した。実験は焼却灰を蒸

留水に10％添加し，60分撹拌し分離乾燥まで

を１回の水洗とした。水洗回数と溶出量等の
変化を表－７に示す。

　含有量については，蒸留水で３回洗浄する
と，ヒ素，セレンともに減少していた。一方

溶出量については水洗回数を増やしても溶出

量の減少は見られず，水洗回数にかかわらず
ほぼ一定量が溶出し続けた。一方，水洗液の

重金属含有量は徐々に減少している。しかし，
セレンは水洗液にほとんど含まれていないに

もかかわらず土壌環境基準値を超える溶出が

見られた。
　水洗回数を増やすことで溶出抑制の可能性

は考えられるが実プラント化を前提とした場
合，３回以上水洗するのは困難なため，水洗

だけでは溶出量を抑制することが困難である

と考えられた。

表‐5　加熱雰囲気の影響

As Se

供試試料 加熱状態 含有量 溶出量 含有量 溶出量

mg/kg mg/L mg/kg mg/L

加熱前 23.3 0.20 1.1 <0.01

静置 22.2 0.11 1.0 <0.01

N2ガスパージ 21.6 0.15 1.1 <0.01

加熱前 17.4 0.32 2.1 0.17

静置 12.5 0.23 1.3 0.14

O2ガスパージ 12.9 0.19 1.3 0.11

葛西焼却灰
A

葛西焼却灰
B

供試試料 加熱温度 含有量 溶出量

mg/kg mg/L

葛西焼却灰 加熱前 9720 59.6

As試薬添加 600℃ 4960 21.6

加熱前 23.3 0.20

600℃ 22.2 0.11
葛西焼却灰

As

表‐6　試薬添加時のヒ素の変化
表－６　試薬添加時のヒ素の変化

表－５　加熱雰囲気の影響
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(4) 薬品処理

　①　薬品添加法
　ア．水酸化カルシウム（消石灰）

　焼却灰に消石灰を添加することで，溶

出試験において溶出してくるヒ素，セレ
ンをカルシウムと反応させて，ヒ酸カル

シウム等難水溶性の塩類とし不溶化沈降
させ，溶出値を低減させることを目的に

実施した。表－８に消石灰添加量重金属

の状況を示す。
　環境庁告示第46号による溶出試験では，

消石灰添加率0.5％で，ヒ素，セレンの
溶出値は，土壌環境基準を満足した。し

かし，今後適用が予想される炭酸ガス飽

和法による溶出試験では，添加した消石
灰が炭酸と反応し炭酸カルシウムとして

沈殿してしまい，ヒ素，セレンと反応で
きるカルシウムの量が減少し石灰の注入

量を増加させる必要があった。

　イ．塩化第二鉄
　焼却灰に塩化第二鉄を添加することで，

焼却灰中のヒ素，セレンをヒ酸鉄等の難
水溶性の鉄塩の形態に変化させ，溶出を

抑制することと，溶出試験において溶出

してくるヒ素，セレンを鉄と反応させて，
ヒ酸鉄等難水溶性の塩類として不溶化沈

降させ，溶出値を低減させることを目的
に実施した。表－９に塩化第二鉄添加量

とヒ素，セレンの状況を示す。

　ヒ素，セレンともに塩化第二鉄添加に
より溶出抑制された。しかし，10％添加

すると溶出量が大きくなってしまった。
これは試験液のｐＨが3.7と酸性となる

ため，生成したヒ素などの金属塩の形態

が変化し水に対する溶解度が大きくなっ

てしまった結果と考えられる。

　ウ．硫酸第一鉄
　塩化第二鉄と同様，焼却灰に硫酸第一

鉄を添加することで，焼却灰中のヒ素，

セレンをヒ酸鉄等の難水溶性の鉄塩の形
態に変化させ，溶出を抑制することと，

溶出試験において溶出してくるヒ素，セ
レンを鉄と反応させて，ヒ酸鉄等難水溶

性の塩類として不溶化沈降させ，溶出値

を低減させることを目的に実施した。表
－10に硫酸第一鉄添加量とヒ素，セレン

の状況を示す。
　ヒ素については，硫酸第一鉄を添加す

ると溶出量が減少した。塩化第二鉄を添

加した場合に比べてヒ素，セレンとも溶
出抑制効果が小さかった。

②　薬品溶液浸漬法
　添加する薬品を水溶液とし，そのなかで

焼却灰を反応させ，その後分離乾燥する方

法について検討した。
　ア．飽和石灰溶液

　実験は，飽和石灰水溶液に10％の焼却
灰を添加し，その後直ちに分離し100℃

で一晩乾燥させ，分析した。表－11に結

果を示す。含有量は，ヒ素で処理前より
2割程度減少したが，セレンでは変化が

なかった。溶出量については，飽和石灰
中の消石灰が全て焼却灰中に移行したと

考えると灰濃度10％での水洗は消石灰

1.5％程度の添加率に相当し，薬品添加
試験から考えて溶出が抑制されるはずで

あるが0.01mg／Ｌ以下にはならなかった。
　イ．塩化第二鉄溶液

　実験は，各濃度の溶液に10％の焼却灰

を添加し，３時間撹拌後分離し100℃で

表‐7　水洗回数と溶出量等の変化

As Se

乾燥 水洗液 水洗液
加熱温度 含有量 含有量

mg/kg mg/L mg/L mg/kg mg/L mg/L

水洗前 20.5 0.11 ─ 1.6 0.05 ─

葛西 1回 100℃ 17.8 0.10 0.17 0.9 0.03 0.06

焼却灰 2回 100℃ 16.6 0.09 0.10 0.4 0.03 0.02

3回 100℃ 16.5 0.09 0.06 0.4 0.02 0.01

供試試料 水洗回数 含有量 溶出量 含有量 溶出量

表－７　水洗回数と溶出量等の変化
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一晩乾燥させ，分析した。表―12に結果

を示す。含有量は，ヒ素で処理前より1

割程度，セレンでは2～3割程度減少した。
溶出量については，溶液中の塩化第二鉄

の濃度増に伴い抑制されるがヒ素，セレ
ンともに0.01mg／Ｌ以下にすることはで

きなかった。

　ウ．硫酸第一鉄溶液

　実験は，各濃度の溶液に10％の焼却灰

を添加し，３時間撹拌後分離し100℃で

一晩乾燥させ，分析した。表－13に結果
を示す。含有量については，ヒ素，セレ

ンとも１～２割程度の減少に止まったが，
溶出量については，特にヒ素で溶出値を

0.01mg／Ｌ以下にすることができた。

含有量 溶出量 含有量 溶出量
mg/kg mg/L mg/kg mg/L

0.0% 17.4 0.32 2.1 0.17
0.5% ─ <0.01 ─ <0.01

環告46号 1.0% ─ <0.01 ─ <0.01
3.0% ─ <0.01 ─ <0.01
5.0% ─ <0.01 ─ <0.01
0.0% 17.4 0.78 2.1 0.17

炭酸 0.5% ─ 0.04 ─ <0.01
飽和法 1.0% ─ 0.02 ─ <0.01

3.0% ─ <0.01 ─ <0.01

As Se

表‐８　消石灰添加と重金属の状況

消石灰を
灰に添加

添加試薬
および

添加方法

試薬
添加率
(wt%)

溶出試験
方法

溶出試験
含有量 溶出量 含有量 溶出量 pH
mg/kg mg/L mg/kg mg/L ─

処理前 16.0 0.09 1.2 0.12
1.0% ─ 0.02 ─ 0.02 8.3
3.0% ─ <0.01 ─ <0.01 6.0
10.0% ─ 0.02 ─ 0.01 3.7

 

As Se

表-9　塩化第二鉄添加量とヒ素、セレンの状況

FeCl3
溶液を

灰に添加

添加試薬
および

添加方法

試薬
添加率
(wt%)

溶出試験

含有量 溶出量 含有量 溶出量 pH

mg/kg mg/L mg/kg mg/L ─

処理前 23.1 0.17 1.5 0.01 7.9

0.3% ─ 0.06 ─ <0.01 7.8

1.0% ─ 0.04 ─ 0.03 6.3

3.1% ─ 0.04 ─ 0.03 4.6

10.3% ─ 0.02 ─ 0.02 3.9

表-10　硫酸第一鉄添加量とヒ素、セレンの状況

As Se

FeSO4

溶液を
灰に添加

添加試薬
および

添加方法

試薬
添加率
(wt%)

表－９　塩化第二鉄添加量とヒ素、セレンの状況

表－８　消石灰添加と重金属の状況

表－10　硫酸第一鉄添加量とヒ素、セレンの状況

adobe acrobat
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(5) 薬品処理と加熱処理の組合せ効果の検討

　薬品処理を検討した実験では，消石灰を添加
する方法が比較的低い薬品添加率でヒ素，セレ

ンを溶出抑制することができたが，この方法は
酸性条件下では溶出抑制効果が弱くなる問題が

あった。一方，塩化第二鉄または硫酸第一鉄を

添加した場合，あるいはそれらの溶液中で焼却
灰を撹拌処理した場合，処理灰の溶出試験時ｐ

Hは酸性になっているにもかかわらず，ヒ素，
セレン溶出量は土壌環境基準を満足しない場合

があった。そこで，酸性条件下でもヒ素，セレ

ン溶出量を低く抑えることができる鉄塩を用い
た処理に注目し，鉄塩添加と加熱処理を組み合

わせた方法を検討した。その結果，硫酸第一鉄
添加後に加熱処理を組み合わせる方法が最も効

果的であることがわかった。表－14に硫酸第一

鉄の添加量と加熱温度によるヒ素，セレンの溶
出状況について示す。

　含有量は，ヒ素，セレンとも大きな変化は

なく，処理前と比較して若干の減少しか見ら

れなかった。溶出量については，ヒ素，セレ
ン溶出量の変化を図－１に示す。

　ヒ素については，添加率0.3，1％の時は加
熱温度が高くなるほど溶出量が増える結果と

なった。3，10％の添加率では加熱すること

で溶出量を低減でき，200，400℃で加熱する
と土壌環境基準値を満足した。しかし，600℃

まで加熱すると溶出量が加熱前よりも増加し
てしまった。セレンについては，0.3％の添

加量では加熱温度を上昇させるほど溶出量が

増大した。1～10％の添加率ではヒ素と場合
と同じく加熱することで溶出量を低減でき

200，400℃で加熱すると土壌環境基準値を満
足した。しかし，600℃まで加熱すると溶出

量が加熱前よりも増加してしまった。

　以上から，ヒ素，セレンの溶出抑制を行う
ためには，硫酸第一鉄を3％加え，200℃で加

熱することが効果的であることが分かった。

As Se
加熱温度 含有量 溶出量 含有量 溶出量

mg/kg mg/L mg/kg mg/L
処理前 20.5 0.11 1.6 0.05

100℃ 16.7 0.02 1.6 0.09

表‐11 飽和石灰水溶液水洗によるヒ素、セレンの状況

飽和石灰溶液で灰を水洗

添加試薬
および

添加方法

As
試薬 水洗液 水洗液

添加率 含有量 含有量
(wt%) mg/kg mg/L mg/L mg/kg mg/L mg/L

処理前 20.8 0.06 ─ 1.7 0.08 ─
1.5% 20.0 0.06 0.02 1.5 0.04 0.02
3.0% 20.3 0.02 0.04 1.3 0.04 0.04
6.0% 18.6 0.02 0.11 1.3 0.03 0.04

Se

　　　　　　　　　　表‐12　塩化第二鉄による水洗とヒ素、セレンの状況

溶出量含有量 溶出量 含有量

FeCl3
溶液で

灰を水洗

添加試薬
および

添加方法

As
水洗液 水洗液
含有量 含有量

mg/kg mg/L mg/L mg/kg mg/L mg/L ─
処理前 23.1 0.17 ─ 1.5 0.01 ─

1.0% 22.8 0.04 0.10 1.4 0.01 0.01 7.4
3.1% 22.4 0.01 <0.01 1.4 0.01 0.01 6.9
10.3% 20.4 <0.01 <0.01 1.3 0.01 <0.01 5.9

含有量

Se

表-13 硫酸第一鉄による水洗とヒ素、セレンの状況

溶出量 含有量 溶出量

FeSO4

溶液で
灰を水洗

添加試薬
および

添加方法

試薬
添加率
(wt%)

溶出
試験
pH

表－13　硫酸第一鉄による水洗とヒ素、セレンの状況

表－12　塩化第二鉄による水洗とヒ素、セレンの状況

表－11　飽和石灰水溶液水洗によるとヒ素、セレンの状況
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溶 出 試 験
加 熱 温 度 含 有 量 溶 出 量 含 有 量 溶 出 量 p H

mg/kg mg/L mg/kg mg/L ─

処 理 前 23.1 0 . 17 1.5 0 . 01 7.9

非 加 熱 23.1 0 . 06 1.5 <0.01 7.8

2 0 0 ℃ 21.5 0 . 15 1.7 0 . 02 7.6

4 0 0 ℃ 21.4 0 . 25 1.5 0 . 02 7.5

6 0 0 ℃ 21.2 0 . 33 1.3 0 . 06 7.4

非 加 熱 23.1 0 . 04 1.5 0 . 03 6.3

2 0 0 ℃ 21.5 0 . 05 1.8 <0.01 7.4

4 0 0 ℃ 21.2 0 . 09 1.5 0 . 01 7.4

6 0 0 ℃ 20.5 0 . 26 1.3 0 . 05 7.4

非 加 熱 23.1 0 . 04 1.5 0 . 03 4.6

2 0 0 ℃ 22.5 0 . 01 1.3 0 . 01 5.0

4 0 0 ℃ 22.0 0 . 01 1.2 0 . 02 6.3

6 0 0 ℃ 21.6 0 . 24 1.1 0 . 07 7.1

非 加 熱 23.1 0 . 02 1.5 0 . 02 3.9

2 0 0 ℃ 22.3 <0.01 1.4 <0.01 3.7

4 0 0 ℃ 22.2 0 . 01 1.3 <0.01 3.7

6 0 0 ℃ 22.1 0 . 10 1.2 0 . 02 6.6

S e

表 ‐14　硫酸第一鉄の添加量と加熱温度によるヒ素 、セレンの溶出状況

0.3%

1 . 0%

3 . 1%

10 .3%

A s

FeSO 4

溶 液 を
灰 に 添 加

FeSO 4

溶 液 を
灰 に 添 加

FeSO 4

溶 液 を
灰 に 添 加

FeSO 4

溶 液 を
灰 に 添 加

試 薬
添 加 率
(wt% )

添 加 試 薬
および

添 加 方 法

表－14　硫酸第一鉄の添加量と加熱温度によるヒ素、セレンの状況
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溶
出
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L
)
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0.08
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出
量
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図－１　加熱温度と溶出挙動

試薬添加率＝0.3％

試薬添加率＝3％

試薬添加率＝1％

試薬添加率＝10％

図－１　加熱温度と溶出挙動
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６．まとめと今後の課題

(1) 加熱処理については，ヒ素化合物の揮発温

度を超えた加熱を行っても溶出値が減少しな
かったことから，焼却灰中のヒ素の形態につ

いては金属塩等の何か特別な形をとっている
と考えられた。

(2) 水洗についても，溶出量を低減させること

は可能なものの3回連続で水洗しても土壌環
境基準値を満足できず，効果的なものとは考

えられなかった。
(3) 薬品を添加し，その後加熱処理を行う方法

については，薬品としては硫酸第一鉄，添加

率としては3％以上，加熱温度としては200～
400℃で処理するとヒ素，セレンとも溶出値

が土壌環境基準値を満足した。
　今後の課題としては，

(1) 硫酸第一鉄添加後，加熱処理について，処

理条件，溶出抑制メカニズム，溶出抑制効果
持続条件を検討する。

(2)ヒ素，セレンが溶出しない焼却灰（改質灰）
を使って資源化製品を試作し，製品品質，製

品化した場合の重金属溶出状況を検討し，装

置化を進める。
　これらを達成することで焼却灰の資源化メ

ニューの多様化を図っていきたい。

<< 中目次へ




