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鉄粉を用いた自然由来重金属汚染細粒土
の浄化技術の検討

鶴岡 佑樹＊ 伊藤 浩＊

要 約： 昨今，各種の建設工事において，砒素等自然由来による重金属汚染土が大量に発生することから，自然由来重
金属汚染土を効率よく浄化できる技術のニーズが高まっている。本技術は，従来の分級・洗浄技術では効率的な
浄化が難しいとされる細粒土について，鉄粉吸着処理を組み合わせ，砒素等の自然由来重金属汚染土の浄化処理
を行うものである。実汚染土を用い，室内試験により基本的な処理条件を確認後，小規模の実処理プラントによ
るパイロット試験により効果を確認した。試験の結果，砒素溶出量が環境基準値の 6～7倍程度の土壌について，
洗浄土（脱水ケーキ），洗浄液（ろ過後）とも環境基準値まで下げられることを確認した。
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1．はじめに
昨今，都市部・海岸部・山岳部等の場所を問わず，各種

の建設工事において，砒素など自然由来の重金属等が土壌
環境基準に不適合となる汚染土が大量に発生することがあ
り，保管や処分などの問題からこれらを効率よく浄化でき
る技術のニーズが高まっている。
重金属等は分解による無害化ができないため，浄化を行

うためには，対象物質を土壌から除去する必要がある。重
金属等は土壌中の細粒分（シルト・粘土分）に吸着してい
るため，従来は土壌を土粒子の大きさにより分級して粗粒
分を浄化土とし，細粒土は汚染物として処分することが一
般的な方法となっている。このため，細粒分の多い土壌で
は，浄化効率が悪く実用的ではない。
筆者らは，細粒分に吸着した重金属等を除去する技術と

して，鉄粉による吸着・回収に着目した。本技術は，土粒
子に付着している汚染物資を洗浄により溶出させ，そこに
砒素等を吸着する特鉄な鉄粉（写真 1）（以下，特殊鉄粉）

を加えることで，鉄粉表面に汚染物質を吸着，その後，鉄
粉を土壌から取り除くことにより土壌を浄化する。鉄と砒
素は反応して錯体を形成し溶出しにくい形態となると考え
られる。概念図を図 1に示す。
まず，室内試験により浄化に適した基本的な処理条件を

確認し，その結果を持って小規模の実処理プラントによる
パイロット試験を行なった。本稿では，室内試験とパイロ
ット試験の一連の結果について報告する。
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写真 1 砒素吸着鉄粉

図 1 特殊鉄粉による汚染土壌浄化の概念図
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2．室内試験方法
2.1 試験目的及び試験条件
室内試験では，砒素汚染土に対する鉄粉の洗浄特性を把

握するため，各種洗浄条件の試験および鉄粉の繰返し使用
試験を行った。試料は実汚染土（固結シルト）を使用し
た。
まず，鉄粉の基本的な効果を確認するため，鉄粉を添加

し繰返し使用試験を実施した。鉄粉の初期添加量を 10
wt%，洗浄時間は 10 分，洗浄時の土と水の固液比（重量
比）は 1：4，洗浄液は中性付近になるよう調整し，繰返
し使用試験では，鉄粉の追加添加は行なわず回収・添加を
10 回繰り返した。
次に洗浄条件として，①鉄粉添加量，②固液比，③洗浄

時間の 3つに着目し，比較試験を実施した。試験条件の一
覧を表 1 に示す。鉄粉添加量は 3，5，10 wt%，洗浄時間
は 3，10，60 分，固液比は 1：2，1：4，1：8 をそれぞれ
比較条件とした。

表 1 室内試験条件一覧表

2.2 試験手順
原土を解砕後，所定の固液比になるように水を加え，泥

水状になった所に所定量の鉄粉を添加し，ボールミルにて
所定時間攪拌洗浄後，鉄粉回収を行った。洗浄後の泥水
は，0.075 mm湿式ふるいにかけ分離を行い，0.075 mm未
満の土壌を含む泥水を，更に 0.045 mm のろ紙にてろ過
し，ろ液を洗浄液として，残渣を 0.075 mm 未満試料とし
て採取した。採取した分析用試料は，それぞれ，0.075
mm未満の土壌，洗浄液として，砒素の分析を行なった。
鉄粉の繰返し使用試験においても，同様の操作を繰り返

した。

3．室内試験結果
3.1 繰返し試験
繰返し試験の結果を図 2 に示す。繰返し回数 10 回目ま

で洗浄土の砒素溶出量はすべて基準値以下であり大きな変
化は見られなかった。一方洗浄液濃度は繰り返し回数後半
でやや上昇が見られた。鉄粉の回収率は 10 回繰返しで，
初回添加量の 35% 程度まで減っており，1 回当たりの回
収率では 90% であった。鉄粉の追加を行わなかったため，
鉄粉濃度が減少し，洗浄液の砒素濃度が上昇したものと考
えられる。
3.2 鉄粉添加量
鉄粉添加量と砒素溶出量の関係（固液比 1：4，洗浄時
間 10 分および 60 分）を図 3に示す。洗浄土からの砒素溶

出量，洗浄液中の砒素量とも，鉄粉添加量の増加に伴い，
低減する傾向が確認された。
3.3 洗浄時間
洗浄時間と砒素溶出量の関係（固液比 1：4，鉄粉添加
量 3 wt% および 10 wt%）を図 4 に示す。洗浄土につい
て，鉄粉添加量 10 wt% では，洗浄時間の増加に伴い，砒
素溶出量の緩やかな低減が確認されたが，3 wt%では，明
確な傾向が確認されなかった。洗浄液については，鉄粉添
加量によらず洗浄時間の増加に伴い砒素の低減傾向が顕著
にみられた。
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図 2 繰り返し試験結果

図 3 鉄粉添加量と砒素溶出量（固液比 1：4）

図 4 洗浄時間と砒素溶出量（固液比 1：4）

図 5 洗浄時の固液比と砒素溶出量（鉄粉添加量 10 wt%）
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3.4 固液比
固液比と砒素溶出量の関係（鉄粉添加量 10 wt%，洗浄時

間 10 分および 60 分）を図 5 に示す。洗浄土については，
洗浄時間によらず，固液比の増加に伴い砒素溶出量の緩や
かな低減傾向が確認された。洗浄液については，砒素溶出
量が不検出となり，固液比による差異は確認できなかった。
3.5 洗浄条件のまとめ
室内試験の結果から洗浄条件について整理した。

・鉄粉の添加により，洗浄土，洗浄液とも砒素濃度の低減
効果が確認された。また，鉄粉の繰返し使用は可能であ
るが，ロス分の追加投入を行なう必要がある。

・鉄粉添加量は多いほど砒素の低減効果があり，10 wt%
程度が必要である。

・洗浄時間は長いほど砒素の低減効果は見られるが，洗浄
土に対しては影響の度合いはさほど大きくなく，洗浄液
に対しては，比較的短時間で低減効果が得られ，鉄粉添
加量 10 wt% の場合は 10 分程度で効果が得られると考
えられる。

・固液比は高いほど砒素の低減効果は見られるが，影響の
度合いはさほど大きくなく，泥水処理の分級洗浄で一般
的な泥水比重 1.2（固液比 1：4）程度で支承のないもの
と考えられる。

4．パイロット試験方法
4.1 試験目的及び試験条件
パイロット試験では室内試験の結果を踏まえ，実現場に

て使用できる小規模の分級・洗浄プラントに，鉄粉による
処理設備を加え，砒素汚染土の浄化効果を確認した。試験
に用いた汚染土壌の性状を表 2に，試験条件の詳細を表 3
に示す。
洗浄の基本条件として，泥水比重は 1.2（固液比 1：4）

程度，洗浄時間は 10 分間に設定した。鉄粉添加量は 5，
10，20 wt% を試験条件とした。また，鉄粉の繰り返し使
用の効果を確認するために，一度使用した鉄粉を回収し，
再投入を行うとともに，回収率確認のため鉄粉の回収量を
測定した。泥水の pHは中性付近に調整した。

4.2 試験手順
処理フローを図 6に，プラント設置状況を写真 2にそれ

ぞれ示す。
原土を粗解砕後，所定の水量を供給しロッド式解泥機に

て解泥し，洗浄篩・サイクロンにて分級，細粒分（0.075
mm未満）を泥水として比重（固液比）および pH調整を
行なった後，鉄粉を各設定量で添加し，10 分間撹拌洗浄
を行なった。洗浄した泥水は磁力選別機に通し，添加した
鉄粉を回収，鉄粉を回収した泥水はフィルタープレスに掛
け，最終的な残渣となった脱水ケーキとろ水から，分析用
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表 2 使用した原土の性状

表 3 試験条件一覧表

写真 2 プラント設置写真

図 6 実験フロー図
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試料を回収した。分析用試料は，表 4に示す項目について
分析を行なった。

5．パイロット試験結果
5.1 鉄粉の効果
洗浄土（脱水ケーキ）とろ水の試験結果を図 7に示す。
脱水ケーキでは，鉄粉添加量 10 wt% において，砒素濃

度を環境基準以下にすることができた。
ろ水では，鉄粉添加量した条件では，いずれも環境基準

以下にすることができた。
鉄粉添加量を増やせば浄化効果が向上するが，一定量を

超えると効果の向上が見られない傾向もあることが確認さ
れた。
5.2 鉄粉の再利用及び回収率
鉄粉量 10 wt% の条件で回収した鉄粉を再利用して試験

を行った。その結果，浄化効果にほぼ変化がないことが確
認された。また，鉄粉の回収率に関しては，最終的には投

入量の 95%以上の鉄粉を回収した。

6．まとめ
砒素による自然由来重金属汚染細粒土の浄化技術として

分級洗浄に鉄粉吸着処理を加えた方法に着目し，室内試験
により基本的な処理条件を確認後，その結果を基に小規模
の実プラントによるパイロット試験を行なった。
その結果，汚染土を環境基準以下まで浄化する処理条件

等を確認でき，また鉄粉は高い回収率で利用でき，繰返し
使用が可能であることも確認した。
今後は，実現場での実用化を目指し，データ蓄積や浄化

の効率化を図る予定である。

東急建設技術研究所報No. 42

88

表 4 分析項目一覧表

図 7 鉄粉添加量と砒素濃度

Development of remediation technology for heavy metal contaminated soils
caused by geochemical processes using iron powder.

Y. Tsuruoka, and H. Itou

There is a growing need for an efficient remediation technology for heavy metal contaminated soils caused by
geochemical processes, because enormous quantities of soil contaminated with heavy metals, especially arsenic（As),
occurs in various construction fields. In this study, the effect of combination of iron powder absorptive treatment with
conventional classification and washing treatment on the As-contaminated fine soil, in which level of As was 6-7 times the
environmental standard, was tested in a laboratory experiment and a pilot test. In consequence, eluted levels of As in the
disposed soil（dehydrated cake）and rinse water（filtrated water）were lowered to the environmental standard.


