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【要 旨】 本研究は，800℃程度の低温で焼却され，有害な重金属類を多量に含む一般廃棄物の焼却飛

灰を，セメント系材料を用いて安全かつ適正に処理する方法を提案するものである。溶融化されていな

い一般廃棄物の焼却飛灰には，多量の金属アルミニウムが含まれており，セメントを用いて固化を行っ

た場合には水素ガスの発生により，固化体は著しい膨張を生じる。本論文は，この水素ガスによる膨張

を抑制するとともに，焼却飛灰に含まれる重金属類の溶出を微量に抑える固化技術の検討を行ったもの

である。本論文で提案する方法を用いれば，固化体の最終のかさ容積は，処理を行う前の焼却飛灰のか

さ容積とほぼ同程度でありながら，鉛等の溶出量は，固化前に比べ 2,500 分の 1 程度に抑えることが可

能である。本論文では，鉛による溶出試験に加え，バイオアッセイによっても固化体の安全性評価を行

い，提案する固化方法の妥当性を示している。
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1．は じ め に

一般廃棄物を 1,400℃以上の高温の溶融炉で処理し排

出されるものを溶融スラグと呼ぶのに対し，800℃程度

の焼却炉で処理し排出されるものは焼却飛灰と呼ばれる。

溶融スラグは，日本工業規格に規格化される等，その安

全性が確かめられ，建設用材料としての適用も検討され

始めている。これに対して低温で焼却された焼却飛灰に

は，重金属等の有害物質が溶出される状態で多量に含ま

れており，周辺環境や生態系へ悪影響を及ぼすことが懸

念されている。したがって，焼却飛灰は，大気中に飛散

しないようにこん包等の措置を行い，原則，管理型処分

場で処分されている。ただし，焼却飛灰からの有害物質

の含有量や溶出量が，管理型処分場の埋立基準値を満た

さない場合には，遮断型処分場での処分や，溶融固化を

行わなければならない場合もある。

焼却飛灰は，溶融スラグに比べ，安全に処理すること

が難しい排出物である。従来，低温で焼却された焼却飛

灰を安全かつ安定に処理する方法には，高温で溶融処理

し溶融スラグにする方法，キレート処理に代表される薬

剤により処理する方法，セメント系材料を用いて固化す

る方法および酸等を用いた溶媒によって処理する方法等

がある。溶融スラグ化する方法では，溶融化するために

膨大な熱エネルギーが必要となり，処理を行う溶融炉へ

の負荷も大きい。一方，セメント系材料を用いた方法で

は，低温で焼却される焼却飛灰に高濃度の重金属類や有

機物が存在しており，セメントの水和反応が阻害される

場合もあり1)，さらに，有害物質の溶出抑制においても

期待される効果が得られない場合がある2)。

一般廃棄物の焼却飛灰は，アルミニウムを多量に含ん

でいる。焼却飛灰中のアルミニウムは，セメント中のア

ルカリと反応して水素ガスを発生する3)。したがって，

焼却飛灰は，セメント系材料では固化の非常に難しい排

出物である。本論文では，セメント系材料を用い重金属

類の溶出の少ない焼却飛灰の固化方法を提案する。
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2．実 験 概 要

2. 1 使用材料

本実験に使用した焼却飛灰の組成成分を Table 1 に示

す。なお，焼却飛灰は，開発中の内部循環流動床ガス化

炉パイロット試験設備4)から排出されたものである。焼

却原料は，一般廃棄物，木材チップ，破砕パレットおよ

び廃プラスチックごみ固形燃料である。なお，一般廃棄

物の焼却飛灰は，採取時期の異なる 4種類を用いた。

結合材には，JIS R 5210 : 2003 に規定される普通ポ

ルトランドセメント (密度：3.15 g/cm3，ブレーン値：

3,300 cm2/g)，JIS A 6206 : 1997に規定される高炉スラ

グ微粉末 4,000 (密度：2.89 g/cm3) および JIS A 6201 :

1999 に規定されるフライアッシュ II 種 (密度：2.20

g/cm3) を用いた。高炉スラグ微粉末およびフライアッ

シュの組成成分を Table 1 に示す。水酸化ナトリウムは，

工業用のものを用いた。

二次固化体に用いた溶銑予備処理スラグの粒径は

5mmから 20 mmで，密度は 2.91 g/cm3で，吸水率は

5.94%である。溶銑予備処理スラグは，エージング処理

を行い，JIS A 5015 : 1992附属書 2 による水浸膨張比が

1.1%以下になったものを用いた。また，混和剤は，ポ

リカルボン酸系高性能減水剤を用いた。

2. 2 配 合

本実験に用いた焼却飛灰を一次固化するための配合を

Table 2 に示す。Table 2 右側に示される値は，一次固

化体に含まれるケイ素，アルミニウム，カルシウムおよ

びナトリウムの乾燥状態での含有量の計算値である。水

は，焼却飛灰中に含まれる水も含めて全質量の 3分の 1

になるように添加している。焼却飛灰中の水分量は，温

度が 105± 5 ℃の乾燥炉を用いて測定した。

Table 3 に，二次固化体の配合を示す。結合材には，

普通ポルトランドセメントおよび高炉スラグ微粉末を質

量比で 1：9に混合したものを用いた。骨材には溶銑予

備処理スラグを用い，水は，一次固化体中に含まれる水

も含めて全質量の 3分の 1 になるように添加している。

高性能減水剤は，練混ぜ可能な範囲で最小となる量を添

加している。圧縮強度は，8 N/mm2 以上を目標として

いる。

2. 3 試験方法

2.3.1 元素分析

焼却飛灰の試料の元素分析では，乾燥試料 0.25 gに

対し，濃硝酸，濃塩酸および過酸化水素水を，それぞれ，

6.0mL, 3.0mLおよび 0.25mLを加え，マイクロウェー

ブによって分解した後，蒸留水で 100 mLに定容し，そ

の溶液を高周波誘導結合プラズマ (ICP) 発光分析装置

により定量した。なお，分析方法の詳細は，既報5)に示

してある。

2.3.2 鉛に対する吸着性能試験

焼却飛灰を固化した試料の吸着試験は，鉛を対象に

行った。pHを 12.5 に調整した水酸化ナトリウム水溶液

に，鉛の濃度が 50mg/Lになるように硝酸鉛を添加し，

鉛水溶液を作製した。鉛水溶液 100mLと試料 (0.01〜

5.0 g) を容量 100mLのポリエチレン容器に入れ，温度

が 25℃で，振動数が 100 rpmの条件で 24時間振とうを

行った。振とう後の溶液は，孔径が 1 μmのガラス繊維

ろ紙を用いて固液分離を行い，ろ液の pHが 12.5 以上

であることを確認した後，ろ液中の鉛濃度を ICP発光

分析装置により定量した5)。

2.3.3 曝露試験

曝露試験には，ϕ100×200mmの円柱供試体を用いた。

供試体は，水中で 1週間養生を行った後，屋外にて試験

を開始した。供試体の劣化は，JIS A 1127 : 2001 (共鳴

振動によるコンクリートの動弾性係数，動せん断弾性係

数及び動ポアソン比試験方法) による縦振動の一次共鳴

振動数を測定し，相対動弾性係数により判定した。

2.3.4 溶出試験

溶出試験は，環境庁告示 13 号とタンクリーチングに
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Type of ash

Table 1 Chemical component of incineration ash and binder used in this

Blast furnace slag

5,19325,729128,073290,764Fly ash

Chemical component (mg/kg)

39,86225Refuse derived fuel

1,632303,74576,738150,524

5,074126,60355,6576Crushed palette

11,2806701,7193,1482482918,0346,89420,7005,681127,488

11,22634,1648,429124,22451,21633Wood chips

4,2478012253,7552179025,8928,91810,961

797,76511,49019,92517,13548,15037,700254Municipal wastes-3

8,3569877134,9892834539,249

3,0052041319,01021,30023,47516,568229,60031,400855Municipal wastes-2

1,6882644372,594150

1,1691,5316,1312292877,5927,80219,3569,704125,37546,90228Municipal wastes-1

1,725288804

CuCrPbZnSrBMgFeKNaCaAlSi

20,060



鈴 木 和 将・藤 井 隆 史・綾 野 克 紀・小 野 芳 朗

― 44 ―

322

5.19

2.25

2.4853.10309358Mix-4

4.532.2952.230

Refuse derived fuelMix-28

Type of ash
Unit content (g/kg) Dosage of

NaOH (g)

Chemical component (mol/kg)

*1: Incineration ash, *2: Ground granulated blast furnace slag

Type of
mixture

Table 2 Mix proportion and chemical component of first solidified ash

520Mix-2

2.204.862.202.2051.16263398Mix-3

2.25

22.169166432Crushed paletteMix-27

0.962.403.2120.4110188369

2.463.4460.29411247

333

Municipal wastes-1

Mix-1

2.392.612.392.2553.61434

Mix-25

0.972.422.4018.566170430Wood chipsMix-26

1.012.532.40

NaCaAlSiFly ashBF*2Ash*1Water

2.465.85

110188369Refuse derived fuelMix-24

0.962.402.6917.582176409Municipal wastes-1

2.532.532.4062.769166432Crushed paletteMix-23

2.402.403.2158.8

299297Municipal wastes-3Mix-21

2.422.422.4057.266170430Wood chipsMix-22

3.5711.02284435Municipal wastes-2Mix-20

3.5015.271

409Mix-18

0.9617.582176409Mix-19

0.96

4.7169.730528109Mix-17

2.40

4.00

2.40

2.69
55.982176

Mix-15

5.334.3668.085378204Mix-16

6.54

4.0166.4141227299Mix-14

5.194.3267.892360215

Mix-12

3.503.8365.5169150348Mix-13

4.12

64.420551410Mix-11

3.073.7064.918996382

Mix-9

2.503.5464.121526426Mix-10

2.713.60

1869473Mix-8

2.75

2.29

2.75

3.4863.82240443

2.711.7649.61130553Mix-7

2.592.492.592.9559.4

227410Mix-5

3.261.9250.48869510Mix-6

50.0Refuse derived fuel

W/B*1

(%)
Air
(%)

ZIA/a*2

(%)
BF/B*3

(%)

Unit content (kg/m3)
HRWRA*7

(kg/m3)

*1 Water to binder ratio in weight *2 Zeolite to total aggrigate ratio in volume *3 Ground granulated blast furnace slag to binder
ratio in weight *4 Ground granulated blast furnace slag *5 Zeolite made of incineration ash *6 Hot metal pre-treatment crushed
slag *7 High-range water reducing admixture

Type of ash

Table 3 Mix proportion of second solidified ash

2911038.2Crushed palette

2.074798318020100

Municipal wastes-1

36.248762981591150

70.0

16.6Wood chips

2.9710934259

11370.626.0Municipal wastes-3

23.86759734475012866.6

2.0

26.0

103.95656153744232260.077.4Municipal wastes-3

21.759085139043

66.626.0Municipal wastes-1

22.46106534044527759.661.8Municipal wastes-2

31657063487Municipal wastes-1

23.864693242848123

Crushed palette

31356463482Refuse derived fuel

29653359455

90.0

100.0

5.0

76.9

Wood chips

30254460465

BF*4Cement

0.00

HMPTC*6

5〜20mm
ZIA*5

0〜5mm

Binder
Water



よる 2つの方法で行った。環境庁告示 13 号では，2mm

以下に粉砕した試料を用いた。50 gの焼却飛灰または

焼却飛灰固化体に，蒸留水 500 mL (液固比 10) を加え，

振とう幅 45±5mm，振動数 200 rpmで 6 時間往復振と

うした。振とう後，孔径 1 μmのガラス繊維ろ紙で吸引

ろ過した。ろ液の重金属溶出濃度の測定には，ICP発光

分析装置を用いた5)。また，このろ液は，生物毒性評価

の検液としても用いた。タンクリーチングには，40×40

×40 mmの供試体を用いた。供試体と蒸留水を液固比

10 (mL 液/cm3 固) の比率でポリタンクに入れ，浸漬

後 0.25, 1, 2.25, 4, 7, 14, 32 日で溶媒を全量交換し，孔径

が 0.45 μmのメンブレンフィルターでろ過して得られた

ろ液を検液とした。ろ液の重金属溶出濃度の測定には，

ICP発光分析装置を用いた5)。また，蒸留水の代わりに

1 N 硝酸水を用いて pH4 に調整したものを溶媒とした

試験も同時に行った。なお，実験結果は，焼却飛灰の量

による溶出量の換算は行っていない。

2.3.5 ヒメダカ急性毒性試験

ヒメダカ急性毒性試験は，OECD生態毒性テストガ

イドライン 203に準拠して行った。成魚は，観賞魚店か

ら購入後，感染性病原菌への感染予防のために，細菌性

観賞魚用薬剤で 72時間の薬浴を行った。薬浴後，2週

間以上実験室馴化を行い，体長および重量が良好な個体

を試験に用いた。試験には 1 L ビーカーを使用し，96

時間曝露 (24時間毎半量換水) 終了後，生態影響試験

の EC50, LC50,NOEC等を求めるプログラム (Ecotox-

Statics)6)を用いて半数致死濃度 (LC50) を算出した。試

験中は，温度が 25± 1 ℃で，明時間 16 時間，暗時間 8

時間の恒温室内で静地し，無給餌で行った。

2.3.6 ヒョウタンゴケによる毒性評価

(1) 培養方法

野外採集したヒョウタンゴケの胞子体から胞子を播種

し，単一胞子由来の原糸体を単離した。その後，原糸体

を液体通気培養法により 14 日間培養し，培養液中の原

糸体をポリトロンホモジナイザーで破砕し，得られた原

糸体懸濁液をバイオアッセイに用いた。基本培地組成は

10 mM KNO3 (硝酸カリウム)，1 mM MgSO4・7H2O

(硫酸マグネシウム)，2 mM KH2PO4 (第一リン酸カリ

ウム)，1 mM CaCl2・2H2O (塩化カルシウム)，45 μM

FeSO4・7H2O (硫酸鉄)，1.6 μM MnSO4・5H2O (硫酸

マンガン)，10 μM H3BO3 (ホウ酸)，0.2 μM ZnSO4・

7H2O (硫酸亜鉛)，0.2 μM KI (ヨウ化カリウム)，0.1

μM Na2MoO4・2H2O (モリブデン酸ナトリウム)，0.2

μM CuSO4・5H2O (硫酸銅)，0.2 μM CoCl2・6H2O (塩

化コバルト)，5 mM (NH4)2C4H4O6 (酒石酸アンモニ

ウム) とした。

(2) 曝露試験方法

2.3.6(1)に示した原糸体懸濁液 300 μLを焼却飛灰溶出

液 700 μLとともに 1.5 mL マイクロチューブに入れた。

その後，培養棚 (光条件，明：暗=16：8，20℃) へ設

置し，3日後の原糸体細胞に認められる自己消化作用を

エンドポイントとし影響濃度を決定した。最大曝露濃度

は 70%であり，0, 1, 3, 5, 10, 30, 50% 曝露濃度溶液を超

純水で稀釈調整することで作成し，バイオアッセイに使

用した。

3．結果および考察

3. 1 内部循環流動床ガス化炉から排出される焼却飛灰

の膨張特性

Fig. 1 は，内部循環流動床ガス化炉から排出された

種々の焼却飛灰を，セメントコンクリート 1 m3あたり

に 150 kg (体積比で 6%) 添加した場合の膨張率を示し

たものである。ただし，セメントコンクリートの水セメ

ント比は 60%で，単位水量は 175 kg/m3である。いず

れの焼却飛灰を添加した場合も，セメントコンクリート

は 3%以上の膨張を生じていることがわかる。Fig. 2 は，

試薬のアルミニウム粉末を添加したセメントコンクリー

トの膨張率を示したものである。この図より，1 m3の

セメントコンクリートに 6 gのアルミニウム粉末を添加

すると膨張が始まることがわかる。なお，アルミニウム

粉末を 50 g/m3 添加すれば，焼却飛灰を 150 kg/m3 添

加した場合とほぼ同じ膨張を生じることがわかる。Fig.

2 中の写真は，アルミニウム粉末を添加したセメントコ

ンクリートの打設後 1 日目の様子である。写真の左から，

それぞれ，1 m3のセメントコンクリートに，アルミニ
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Fig. 1 Expansion ratio of cement concrete added incin-
eration ash



ウム粉末を 30 g, 150 gおよび 300 g 添加した結果であ

る。Table 1 に示すように，いずれの焼却飛灰も，1 kg

中に 30 g 以上の多量のアルミニウムが含まれている。

コンクリートを膨張させる金属アルミニウムも多量に含

まれていることがわかる。

3. 2 吸着性能を持つ焼却飛灰固化体の作成

Photo 1 の①は，水と破砕パレットの焼却飛灰を，質

量比が 1：3となるように練り混ぜたものである。ただ

し，この写真は，練混ぜから 6 時間経過した後の様子を

示したものである。このように，内部循環流動床ガス化

炉から排出される焼却飛灰は，水と練り混ぜられること

で，多量の水素ガスを発生し，著しい膨張を起こす。②

は，①を破砕したものに，さらに，セメントと水を練り

混ぜてから 24時間経過した様子を示したものである。

①に比べると，硬化までの膨張量は小さいが，水素ガス

の発生による膨張は認められる。③は，②を破砕したも

のである。③を用いてモルタルを作製したものが，④で

ある。ただし，④は，練混ぜから 24時間経過した様子

を示している。3回の練混ぜと 2回の破砕によって，水

素ガスの発生による膨張が抑えられていることがわかる。

本論文では，これ以降，③を一次固化体と呼び，④を二

次固化体と呼ぶ。④の断面を撮影した写真より，二次固

化体は，有害な重金属等を含む一次固化体の周りを，

バージンのセメントペーストが取り囲む構造となってい

る。

Table 1 に示すように，焼却飛灰の化学成分の特徴は，

アルミニウムとアルカリ金属が多く，ケイ素が少ないこ

とである。したがって，ケイ素を加えて，高温で養生を

行えば，ゼオライトが生成できる可能性がある。これま

でにも，フライアッシュや高炉スラグから高い吸着能を

示すゼオライトを水熱合成により調製した事例が報告さ

れている7,8)。Fig. 3は，一般廃棄物 (Municipal wastes-

1) の焼却飛灰に，フライアッシュ，高炉スラグ微粉末

および水酸化ナトリウムを加え一次固化体を作製し，そ

の一次固化体が鉛を吸着する性能を試験した結果であ

る。これらの固化体の配合は，Table 2 に示す Mix-1，

Mix-2 および Mix-3である。ただし，この一次固化体

は，80℃の水蒸気下で 12時間の蒸気養生を行っている。

図の縦軸は，一次固化体 1 gあたりに吸着した鉛の量を，

横軸は，鉛の吸着試験終了時における溶液中の鉛の濃度
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Fig. 2 Relationship between aluminum powder content
and expansion ratio of concrete

Photo 1 Mixing method to suggest



を示したものである。したがって，図の直線の傾きが大

きければ大きいほど，一次固化体が鉛を吸着する性能が

高いことを意味する。また，傾きが同じ場合，左に平行

移動するほど，吸着材と吸着質の親和力が増加している

ことを意味する。この図に示す一次固化体には，アルミ

ニウムおよびケイ素が 2.15 mol/kg以上含まれている。

いずれの一次固化体も，鉛を吸着する性能をもっており，

一次固化体の一部にゼオライト，または，その前駆体が

生成されていることが伺える。

Fig. 4 は，一次固化体中のアルミニウムとケイ素の

割合が，一次固化体の鉛に対する吸着性能に及ぼす影

響を示したものである。一次固化体中のアルミニウム

およびナトリウムの含有量は，いずれも 2.25 mol/kg

と一定である。図中の●，■，○および□は，それぞ

れ，Table 2 のMix-4(Si=2.48mol/kg)，Mix-5(Si=2.29

mol/kg)，Mix-6(Si=1.92mol/kg) お よ びMix-7(Si=

1.76 mol/kg) に示される配合の結果である。この図か

ら明らかなように，一次固化体中のケイ素の含有量が

1.92 mol/kg以下の場合と 2.29 mol/kg以上の場合とで

は，一次固化体の吸着性能が著しく異なることがわかる。

すなわち，アルミニウムの含有量に比べて，ケイ素の含

有量が多くなると，一次固化体が鉛を吸着する性能が高

くなることがわかる。また，高炉スラグ微粉末由来のケ

イ素量およびカルシウム量と，Fig. 4 に示される直線の

傾き (平衡濃度における単位質量あたりの吸着量) の関

係を Fig. 5 に示す。この図より，高炉スラグ微粉末由

来のケイ素量と吸着性能に関係があることがわかる。

Panagiotopoulouらの報告によると，アルカリ溶液中で

は，フライアッシュよりも高炉スラグ微粉末の方がケイ

素を溶出しやすい9)。このことから，一次固化体に添加

した高炉スラグ微粉末中のケイ素が，アルカリ溶液中に

溶けて，ゼオライト様物質生成の出発原料として有効に

働いたものと考えられる。これまで，フライアッシュや

高炉スラグ微粉末からの水熱合成による主要生成物とし

て，A型ゼオライトや X型ゼオライトといった生成物

が確認されている7,10)。一次固化体中のケイ素とアルミ

ニウムの原子数の比を 1：1 に調製した際，一次固化体

が，高い吸着性能を示すことから，A型ゼオライトや

X型ゼオライトといったケイ素とアルミニウムの原子

数の比が等しいゼオライトが生成したものと思われる。

また，一次固化体中にゼオライトを生成するためには，

アルミニウムとケイ素の含有量は，それぞれ，2.25mol/

kg以上必要であることが伺われる。一方，カルシウム

量の増加により吸着性能が増加している。このことから，

一次固化体中には，A型ゼオライトや X型ゼオライト

だけでなく，ケイ酸カルシウム水和物などの吸着性能が
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Fig. 3 Adsorption performance of first solidified ash

Fig. 4 Effect of ration of aluminum and silicon on ad-
sorption performance of first solidified ash

Fig. 5 Effect of element content from ground granu-
lated blast furnace slag on adsorption perfor-
mance of first solidified ash



高いカルシウム化合物も生成したことが考えられる8)。

Fig. 6は，一次固化体を養生する温度が，一次固化体

が鉛を吸着する性能に及ぼす影響を示したものである。

一次固化体中のケイ素およびアルミニウムの含有量は，

それぞれ，2.48 mol/kg および 2.25 mol/kg である。こ

の固化体の配合は，Table 2 のMix-4 である。40℃以下

の低温で養生した一次固化体は，鉛を吸着する性能が低

く，80℃の高温で養生を行ったものは，高い吸着性能

を示すことがわかる。Linらは，フライアッシュからの

ゼオライト様物質合成の水熱条件を，80〜90℃としてい

る7)。これらのことから，吸着性能の増加は，焼却灰に

もともと含まれている高い重金属吸着性能が報告されて

いる炭酸カルシウム11)によるものではなく，焼却飛灰，

フライアッシュおよび高炉スラグ微粉末を出発物質とす

る水熱合成により生成したゼオライト様物質のためであ

ると考えられる。

Fig. 7は，養生時間が一次固化体の鉛に対する吸着性

能に及ぼす影響を示したものである。これらの固化体の

配合は，Table 2 に示されるMix-8 で，蒸気養生の温度

は 80℃である。この図より，6 時間以上蒸気養生を行え

ば，鉛に対する吸着性能をもった一次固化体を作製する

ことが可能であるといえる。

3. 3 二次固化体の耐久性

Fig. 8 は，セメントと水と一次固化体を，質量比で

1：1：2 に練混ぜた二次固化体の圧縮強度を示したもの

である。ただし，一次固化体は，Table 2 に示される

Mix-9からMix-17の配合のものである。二次固化体の

圧縮強度を高くするためには，一次固化体のカルシウム

量を高くする必要があることがわかる。

一次固化体中に作製されているゼオライトが，A型

ゼオライトであれば，アルミニウム，ケイ素およびナト

リウムの原子数の比が 1：1：1であるから，一次固化体

の作製時には 2.25 mol/kg以上のナトリウムが必要とな

る。セメント，水および一次固化体を質量比で 1：1：2

で練り混ぜ，二次固化体を作製するとすれば，二次固化

体中には，22.3 kg/m3 以上 (水酸化ナトリウムで 38.9

kg/m3 以上) のナトリウムが含まれることになる。普

通ポルトランドセメントを用いたセメントペーストは，

ナトリウムの添加量が多くなるにつれ，収縮ひずみが大

きくなる特徴がある。特に，ナトリウムの添加によって

収縮の大きくなるセメントペーストを水中に静置した場

合には，水と接する表面では膨張が生じ，セメントペー

スト内部では，収縮が生じる。セメントペーストの内部

と外部の収縮差によって，引張応力が生じ，Photo 2 に
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Fig. 6 Effect of curing temperature on adsorption per-
formance of first solidified ash

Fig. 7 Effect of curing time on adsorption performance
of first solidified ash

Fig. 8 Effect of calcium content in first solidified ash on
compressive strength of second solidified ash



示すような，鋭利な刃物で切断されたような断面となる

破壊が 2週間程度で生じる12)。したがって，多量のナト

リウムが混入されることが予想される二次固化体によっ

ては，結合材に普通ポルトランドセメントを用いたので

は，雨水等の影響によって，短期間で破壊に至る恐れが

ある。Fig. 9は，普通ポルトランドセメントの一部を高

炉スラグ微粉末で置き換えたセメントペーストに，水酸

化ナトリウムを 44.6 kg/m3 添加した供試体が水中で破

壊する確率を示したものである。試験には，ϕ100×200

mmの円柱供試体を 10 本用い，練混ぜ直後より水中に

保存し，各々の材齢において，破壊に至った供試体の数

を測定した。いずれのペーストも水結合材比は 30%で

ある。この図より，普通ポルトランドセメントと高炉ス

ラグ微粉末の割合が 1：9のもののみ，材齢が 91 日経過

しても，破壊に至らなかった。

Fig. 10 は，普通ポルトランドセメントと高炉スラグ

微粉末を質量比で 1：9に混合した結合材を用いた二次

固化体の圧縮強度を示したものである。ただし，いずれ

の供試体も水中に静置されたものである。また，図中の

●，■，▲および○は，それぞれ，Table 2 の Mix-18，

Mix-22，Mix-23および Mix-24 に示される配合の結果

である。この図より，いずれの焼却飛灰を用いたものも

水中で破壊されることなく，強度の増加が確認される。

したがって，普通ポルトランドセメントと高炉スラグ微

粉末の割合を，質量比で 1：9とした結合材を用いるこ

とで，ナトリウムを多量に用いている一次固化体を細骨

材として用いても，二次固化体が水中で破壊に至る恐れ

は少ないものと思われる。一方，Fig. 11 は，Fig. 10 に

示される二次固化体を用い，屋外に曝露した場合の強度

の経時変化を示したものである。ただし，Fig. 11 の縦

軸に示される強度は，共鳴振動による非破壊試験によっ

て求めたものである。この図より，普通ポルトランドセ
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Fig. 9 Durability of cement paste to sodium

Fig. 10 Compressive strength of second solidified ash
cured in water

Fig. 11 Compressive strength of second solidified ash
cured in air

Photo 2 Destruction of cement paste by sodium



メントと高炉スラグ微粉末を質量比で 1：9に混合した

結合材を用いた二次固化体であっても，屋外に曝露した

ものは半年でその強度は，ほぼ 0 になっている。Photo

3は，屋外に 1年間曝露された二次固化体を撮影したも

のである。1年間屋外に曝露した二次固化体は，その表

面に放射型の網状のひび割れを多数伴い，破壊に至って

いる。放射型の網状のひび割れが供試体表面に表れてい

ることにより，供試体内部では，金属アルミニウムがセ

メントとの反応で水素ガスを発生し，膨張圧を生じさせ

ているものと思われる。

Fig. 12 は，二次固化体内部に水素ガスによる膨張圧

が発生することを抑える目的で，写真に示す溶銑予備処

理スラグを用いた二次固化体の強度の経時変化を調べた

ものである。ただし，強度は共鳴振動による非破壊試験

によって求めたもので，一次固化体は，Table 2 に示さ

れるMix-19，Mix-20 およびMix-21 の配合のものを用

いている。溶銑予備処理スラグとは，銑鉄からリン，硫

黄，ケイ素を除去する行程で発生するスラグである。二

次固化体に多孔質な溶銑予備処理スラグを用いることで，

強度の低下が抑えられている。また，水中における圧縮

強度も，Fig. 13に示されるように，溶銑予備処理スラ

グを用いていないものの 3倍以上に発現している。ただ

し，一次固化体は，Table 2 に示される Mix-17の配合

のものを用いている。このように，多孔質でありながら

強度の高い溶銑予備処理スラグが二次固化体中の水素ガ

スによる膨張圧を緩和することで，二次固化体の強度お

よび耐久性を大幅に改善することがわかる。

Fig. 14 および Fig. 15 は，それぞれ，二次固化体中に

おける焼却飛灰の含有割合を質量比および体積比で表し

たものである。Fig. 15 中の W0 は，前処理後の焼却飛

灰に含まれる水の量を示し，W1 およびW2 は，それぞ

れ，一次固化および二次固化において加えた水の量を示

している。また，B1 および B2 は，それぞれ，一次固化

および二次固化で用いた結合材量を示している。質量比
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Fig. 12 Result of exposure test of second solidified ash
with steel-making slag

Fig. 13 Increase of compressive strength of second
solidified ash by steel-making slag

Fig. 14 Content of second solidified ash in mass

Photo 3 Second solidified ash exposed in one year



で比較した場合には，二次固化体中に含まれる焼却飛灰

の割合は，わずか 20%弱である。しかし，かさ容積で

比較した場合には，固化する前の焼却飛灰と二次固化体

との差は，1割程度である。本研究により提案する方法

は，従来のセメント固化処理に比べ，重金属固定能力が

高いことに特徴がある。さらに，キレート処理による方

法に比べると，焼却飛灰の割合は小さいものの，固化体

としての形状を保つことができるため，重金属の物理的

な封じ込め効果が期待できる。

3. 4 二次固化体の溶出特性および生物毒性評価

Fig. 16，Fig. 17および Fig. 18 は，それぞれ，環境庁

告示 13 号による鉛，クロムおよび銅の溶出測定結果を

示したものである。ただし，一次固化体は，Table 2 に

示される Mix-25，Mix-26，Mix-27 および Mix-28 の

配合のものを用いている。実験は繰り返して 3回行い，

CV 値は 20% 以内であった。鉛およびクロムについて

は，いずれの焼却飛灰においても，固化処理により大幅

に溶出濃度が減少し，埋立判定基準 (鉛：0.3 mg/L，

クロム：1.5 mg/L，ただし，クロムは六価クロムとし

て) を大きく下回っている。また，銅についても，固化

処理後に溶出濃度が減少する傾向がみられた。吸着性能

を持たせ，2回に分けて練り混ぜ固化を行うことで，重

金属の溶出が抑制されることが確認できる。さらに，各

処理プロセスの重金属溶出抑制効果を確認するために，

塩化鉛を添加した焼却飛灰 (鉛含有量：14 g/kg) を用

いて作製した一次固化体および二次固化体における鉛の

溶出濃度変化を Fig. 19に示す。一次固化により，鉛の

溶出濃度は，400 mg/L から 1.3 mg/L と大幅に低下し

ている。さらに，二次固化を行うことにより，鉛の溶出

濃度は，一次固化体の 10 分の 1 程度減少している。こ

れは，2回に分けて固化することにより，重金属などの

有害物質を抑制するコーティングを二重に行うのと同じ

効果が得られたものと考えられる。二次固化することに

より，鉛の溶出濃度は，固化前に比べ 2,500 分の 1 に抑

制することが可能となっている。

さらに，再資源化物として重金属の溶出評価を行うた
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Fig. 16 Result of Japanese leaching test No. 13 (Pb)

Fig. 17 Result of Japanese leaching test No. 13 (Cr)

Fig. 18 Result of Japanese leaching test No. 13 (Cu)

Fig. 15 Change of bulk volume



めに，環境庁告示 13 号溶出試験結果で重金属溶出濃度

が高かった一般廃棄物 (Municipal wastes-1) の焼却飛

灰を二次固化したものを用いてタンクリーチング試験を

行ったところ，鉛とクロムの濃度は，検出下限値未満で

あった。そこで，鉛で 1.4 g/kgおよび 14 g/kgになるよ

うに塩化鉛を添加した一般廃棄物 (Municipal wastes-

3) の焼却飛灰のタンクリーチング試験を行ったが，鉛

の濃度は，溶媒に蒸留水を用いたものも pH を 4 に調

整した硝酸を用いたものも，すべて検出下限値未満

(<0.003 mg/L) であった。これらの結果から，固化体

表面からの重金属溶出はほとんどないと考えられる。

一般廃棄物 (Municipal wastes-1) およびその二次固

化体について，ヒメダカの成魚とヒョウタンゴケを用い

たバイオアッセイの結果を Table 4 に示す。一般廃棄物

(Municipal wastes-1) の焼却飛灰では，急性致死影響

が観察され，96 時間半数致死濃度は，30%以下であっ

た。一方，二次固化体では，半数致死影響がみられな

かった。また，ヒョウタンゴケにおいても，固化処理を

行うことにより EC50 値が増加した。このことより，固

化処理を行うことにより，生物に影響する因子を低減す

ることが可能であることがわかった。

4．ま と め

本論文では，焼却炉から排出される焼却飛灰を，セメ

ント系材料を用いて安全に固化する方法を提案した。本

論文で提案する方法によって固化を行えば，材齢が 28

日において 20 N/mm2 の強度をもった固化体を作製す

ることが可能である。また，この固化体は，水中におい

ても気中においても安定した状態を保ち，1年間の曝露

試験の範囲では，顕著な劣化は認められなかった。さら

に，種々の溶出試験および生物毒性評価試験においても，

有害な重金属類の溶出は確認されなかった。本論文で提

案する方法によって作製した二次固化体中に含まれる焼

却飛灰は，質量比では 20%弱であるが，かさ容積で比

べると，固化体にする前の焼却飛灰と二次固化体では大

きな差はない。本論文で提案する方法では，安価なセメ

ント系材料を使い，重金属類の溶出を長期にわたって抑

えることを可能とした。
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Fig. 19 Dissolved amount of lead from first solidified
ash and second solidified ash added lead chlo-
ride
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Table 4 Result of bioassay using medaka and moss
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Abstract

A method to harden incineration ash using binder materials that have calcium and silica as the main

components is proposed in this paper. Incineration ash is burnt at a relatively low temperature of 800 degrees.

This form of ash includes many harmful heavy metals. A large amount of metallic aluminum is contained in

the incineration ash of municipal waste. Considerable expansion is caused by the generation of hydrogen gas

through the response of metallic aluminum and calcium hydroxide as a result of the hydration of cement. In

this paper, a method to control the expansion with this hydrogen gas and to restrain the leaching of heavy

metals is proposed. The final volume of the solidified body is almost the same as that of the untreated

incineration ash. The leaching concentration of lead from the final solidification is 1/2500 of that from incin-

eration ash. In this paper, the safety of the solidified body was evaluated using a bioassay and a tank leaching

test with lead.

Key words : incineration ash, adsorption, leaching test, bioassay, hot metal pre-treatment slag
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