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平成 30 年度「環境賞優秀賞」受賞に関して 2018 年 5 月 18

日 

題目：ガスセンサー制御硫化物法(NS法)による金属廃液・汚泥処理 

                            株式会社アクアテック 

 

１． はじめに 

 株式会社アクアテックは平成 30 年度「環境賞 優秀賞」を受賞致しました。これはひとえに、

皆さん方の協力があったからだと思っております。ここでこの技術の内容と最近の進歩を述べる

とともに、さらなるご協力をお願いしたいと思います。 

 

２．概 要 

現在行われている重金属廃液処理法は石灰などのアルカリを添加し、(1)式のような反応で金

属水酸化物を沈殿させ、固液分離する方法（水酸化物法）が全世界で 100 年以上に亘って、ほ

ぼ 100%行われてきた。pH 計による反応制御は容易でプロセスの安全性も高い。しかし、この

プロセスから発生する汚泥は嵩も大きく、構造水や雑塩も多いため、たとえ有用金属が 10%程

度含まれていても、金属製錬所は有価物として受け取ってもらえないことが多い。やむなく埋立

地などに投棄されているのがほとんどである。金属は元素であり、精錬すれば未来永劫に循環使

用でき、リサイクルし易い物質であるが、金属水酸化物汚泥になると循環使用は困難である。実

際にめっき汚泥の 90%以上が捨てられており、金属資源が枯渇高騰し、最終処分地不足が叫ば

れている中で、「廃水の高度処理と金属資源回収」を両立できる技術はないかと常々思っていた。

経済性の観点から、現状の廃水処理法で唯一水酸化物法に対抗できうる技術は(2)式のような反

応を行う硫化物法ではないかと筆者らは考えた。 硫化物法は(2)式のように疎水性の沈殿物を

生成し、含水率も 45％程度と低く、汚泥の発生量も従来法の 40%程度である。 

   水酸化物法    M2+ + 2OH- +nH2O ＝  M(OH)2･nH2O↓       (1)              

M は金属を表す。 

硫化物法    M2+   +  S2-             ＝  MS↓                (2) 

   硫化水素の発生 2H+  +  S2-        ＝ H2S            (3) 

金属硫化物の溶解度積は金属水酸化物のそれと比べると極端に小さいため、処理水の金属濃度も

限りなく小さくできる。また、錯化剤が共存しても妨害を受けにくい。原理的には水酸化物法よ

り優れている。硫化イオンと金属イオンが反応し沈殿を起こすことは 100 年以上も前から人類

はわかっていた。しかし、酸性側では(3)式のような反応が起こり、硫化水素が発生する。硫化

剤を入れすぎるとコロイド化が起こる。悪臭とコロイド化の 2 つの重大な欠点のためこの技術

は普及せず、見捨てられた状態であった。筆者等はこの 2 つの欠点を解決するために、硫化水

素ガスセンサーを用いて反応を制御する手法（NS 法という）を開発し、工業規模で実施したと
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ころ非常に上手くいくことが明確になった。 

３．この技術の独創性 

金属イオンを含む溶液中の硫化物の生成反応の進行と硫化水素ガス発生の間に図１のよ

うな関係があることを確認した。重金属イオンを含む廃水に硫化剤を添加して硫化物を沈

殿させる場合、反応槽内では金属イオンが残留する間は、たとえ pH が低くても図中の式①

の反応が式②の反応に先行し、金属硫化物の沈殿生成進行によって金属イオン濃度が十分

に低くなってから、硫化水素ガスが発生する。この知見に基づき硫化剤添加制御方法を発

明した（特許成立済み）。従来技術の ORP 計との比較を図２に示す。ガスセンサー法によ

り硫化物反応の終点を正確に判断でき、適切な硫化剤添加により、悪臭とコロイド化の２

つの欠点を克服できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 硫化物処理法における金属イオンと硫化物イオンの反応及び 

   その時に発生する硫化水素ガス量の関係 

 

図 3 は回分式の処理フローシートを示す。液中の S2-イオン濃度は反応槽上部の気相中の

硫化水素濃度と平衡関係にあるので気相中の硫化水素濃度を連続して測るということは、

液中の S2-イオンを連続的にモニターしていることにつながっている。図中①式の反応を変

形すると、③式が成り立つ 

[ M2+ ]×[  S2- ]  ＝ Ks  ③ 

Kｓ：硫化金属 MS の溶解度積で一定 

[ M2+ ]：残留金属イオン濃度 mol/L 

[ S2- ]：残留硫化イオン濃度 mol/L 
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図２ ガスセンサー制御と ORP 制御の比較 

それゆえ、終点付近での残留金属イオン濃度は、③式より 

    [ M2+ ] =Ｋｓ／[  S2- ]     ④ 

④式より残留金属濃度は液中の S2-濃度が大きくなると気相中の H2S 濃度は高くなり、残留

金属濃度は低下し、大部分の金属は限りなくゼロとなる。設定値を上げすぎると⑤式のよ

うな反応が起こり、コロイド化が始まる。 

    nMS ＋ mS2- ＝ MSmn-2(m-n)    ⑤ 

ちなみに、終点付近で、S2-濃度が 0.01mg/L 上がると 10ppm 程度の硫化水素濃度変化が

起こるので正確に硫化剤の添加が行える。 

 近年、ガスセンサー技術は著しく発展しており、高感度で安定して使用できる安価なガ

スセンサーが普及してきている。当社は NS 法開発後、微生物脱窒素処理工程でのメタノー

ルセンサーによるメタノール添加制御システムを工業化している。液中反応制御にガスセ
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ンサーを使うことは、排水処理分野以外にも適用できる新しい制御技術である。 

４．この技術の有効性と実績 

硫黄イオンは広範囲の金属イオンと反応して、安定した硫化金属の沈殿を生成する。各

種金属の反応 pH 域が異なるので異種金属の分離回収の可能性もある。硫化物法を上手く利

用すると物質循環型金属廃水処理可能である。また硫化金属の溶解度積は水酸化金属のそ

れより遥かに小さく、処理水を限りなく低くできる（高度処理）。使用薬剤の硫化剤は石

油精製の副産物として出てくるもので比較的安価であるので経済性もある。 

対象工業分野は 産業廃棄物処理、金属表面処理（めっき含む）、電池、触媒・廃触媒、

非鉄精錬、伸銅工業、レアメタル、無機顔料、ステンレス酸洗、電子部品、発電所、ゴミ

焼却場、土壌・地下水汚染対策などである。 

図３ 世界初 NS 法 1 号機 反応槽 2m3×2 基 イコールゼロ株式会社（長野市） 

  排気ダクト途中のテフロンチューブより発生ガスサンプリングし、センサーへ 
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図

４ 

NS 法２号機 反応槽 4m3×３基左手間硫化水素モニター（イコールゼロ株式会社） 

図５ NS 法による金属回収事業（株式会社山陽レック 広島市） 
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図６ 株式会社山陽レック工場内 右側 硫化水素ガスモニター 

図 7 NEDO 海外水処理プロジェクト（マレーシア シャーアラムモスク前） 

 

 

図

８ 

NEDO 海外水処理プロジェクト NS 処理プラント   

2016 年度 NEDO 海外水処理事業に NS 法は取り上げられ、マレーシア近郊のシャーアラ

ムの工業団地内 Accot 社にプラントを建設した。 
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  図 9 回収され市場に流通している硫化ニッケルスラッジ（イコールゼロ株式会社） 

図 10 回収された硫化銅スラッジ（イコールゼロ） 図 11 回収されたニッケルスラッジ(ﾏﾚｰｼｱ) 

 

図 12 中国無錫中天固廃処置有限公司に   図 13 アクアテック所有 NS 実験機 

  納入された NS 実験機、その後生産機 

  を受注し、現在製作中 

NS 法は回分式も連続式も生産規模で実施されております。既存設備（水酸化物法）の改造

による実施実績も 2 件あります。 
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５．この技術の将来性 

 重金属廃水処理の将来を考えた時、高度処理ができて物質循環ができる方式が理想である。汎

用的に金属イオンと沈殿物を生成し、その沈殿物の溶解度が低い性質を持つマイナスイオンは

OH-
と S2-が主で、第 3のマイナスイオンは見当たらない。 

 前述のように硫化物法は物質循環型廃水処理法としては水酸化物法より遙かに優れている。高

度処理の点でも良い。悪臭もせず、コロイド化もしない NS 法は環境保全と資源生産性と言う点

でも、産業上大きな意味を持つ。しかも薬剤の硫化剤は石油精製の副産物として生産されるもの

で安価である。大局的に見れば NS 法は重金属廃水処理や工程金属液処理のデファクトスタンダ

ードになり得ると考える。すでに産業廃棄物会社、セメント会社、電子部品会社、めっき会社で

実績があり、回分式も、連続式もかなりの規模で実施されている。海外では 2016 年度 NEDO海外

水処理事業の１つとしてマレーシアで産業廃棄物処理のプラントを建設した。同国内での普及に

とどまらず、ここがアジアの一つのセンターとなる。また、昨年は中国無錫の産業廃棄物会社に

NS 試験器を納入したが、結果が良好で本年２月に同社の現場の生産設備を改造し、NS 法の処理

装置に換え、環境局の認可を得て、まずその会社に３基の新設を予定している。「一帯一路政策」

が進行する中で金属資源の需要が増えると予想される。今後はその会社を中心に中国で事業を広

げる予定。最近国内外でめっきスラッジ以外にも未回収レアメタルスラッジがあることが判明し

た。また、湿式の NS 法と乾式精錬法との組み合わせ技術の可能性もわかってきた。今後、資源

循環型の金属廃水処理はますます必要である。硫化物法に対する偏見を払拭し、この事業の普及

に努めたい。 

 

 

６．この技術の経済性 

１）設備面で従来法と比較すると従来法では必要のない硫化水素ガスセンサー、硫化剤タ

ンク及び薬注設備、スクラバーなどが必要であるが、一方、沈殿槽、スラリー受槽、無

機助剤槽（塩鉄、PAC）及び薬注設備は省け、脱水ろ過機も小型化できる。さらに原水

の初期濃度が高くても硫化物法では処理が可能で、装置のコンパクト化ができる。 

２）汚泥の発生量は従来法の４割程度しか出ないため、ランニングコストはその分低い。

回収した硫化銅、硫化ニッケルスラッジに関しては、現在、市場で流通しており山元

還元が実施されている。 

３）重金属排水処理の悩みは、原水にアンモニア、有機酸、キレート剤など共存した場合、

水酸化物法では規制値オーバーすることがあり、やむなく多価金属の Fe3+、や Al3+を添

加し、それらの水酸化物と共沈させ処理している場合が多い、汚泥発生量が多くなるだ

けでなく、無機助剤は酸性でそれを中和するのに費用がかかる。NS 法は助剤の添加は

不要で、しかも酸性側から中性付近で反応が終結するので、中和に必要なアルカリは節

減できる。金属汚泥に鉄やアルミニウムが存在すると、汚泥からの金属リサイクルが難
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しくなる。 

４）無電解ニッケルめっき老廃液の処理に有効で、産業として実施されている。NEDO 研究

により、この廃液から品位 99%以上の金属ニッケル板までできる技術が開発されている。

現在、マレーシアのハードデスク製造工場に納入計画が進めている。 

５）大量に廃棄物を出す溶融亜鉛めっき会社から出る廃酸・廃液からの亜鉛回収技術はす

でに開発しており、最近の亜鉛の高騰で実施できる環境になってきている。 

６）レアメタルのインジウム、コバルト、ニッケルや貴金属の銀、ベースメタルのマンガ

ンなどの回収にも有効である。 

７）硫化剤は石油精製脱硫工程の副産物として生成しており、比較的安価な薬剤である。 

８）今後「一帯一路政策」などの影響で金属資源の入手が難しくなる事態が予想される。

日本国内での金属資源のリサイクルは金属資源輸入量を減らし、安定な金属資源の確

保の助けとなる。 

 

 

７．環境保全・環境の質の向上への貢献 

１) 金属廃水の高度処理に関しては硫化金属の溶解度積が水酸化金属に比べて、下表に示す

ように概ね桁違いに低いので高度処理に関しては、前者が優位である。近年、鉛、亜鉛

カドミウムの排出基準値は下げられた（上乗せされた）。将来、規制値が下げられる可

能性もあり、硫化物法は対応しやすい。 

 

 各種金属水酸化物・硫化物の溶解度積 

２) 今後、新たな規制が予想される要監視項目のニッケル、アンチモンの除去に関しても

NS 法が有効である。 
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３) 硫化物法では水銀、カドミウム、ヒ素、鉛、セレンなどの有害金属の高度処理には従来

法より優れている。 

４）水銀処理に関して環境省は硫化物法を推奨している。水銀は硫化剤添加が過剰になる

と急激に再溶解してくるので、正確に硫化剤添加制御ができる NS 法は有効である。水

俣条約は昨年発効されているが、世界を見れば汚染は続いているし、さらに金精錬な

どでの水銀廃棄物残渣は現在多く残されている。 

５）発生汚泥を削減できることはコストの低減だけでなく、逼迫している国内埋立地寿命

の延長メリットがある。 

６）金属資源を巡る環境問題を考えた時、例えば、ニッケルにおいてニッケル鉱石の輸入

量は年間 18 万トン、産業廃棄物として捨てられている量は 1.6 万トンである。NS

法はこの一部を回収できうる技術である。また、１トンのニッケルを生産するのに

260 トンの廃棄物が出る。NEDO研究では 1/20 の 13トン程度で、消費エネルギーも

少ないことが明らかになった。廃液・汚泥からの金属リサイクルは、鉱山での採掘

量を減し、これによって環境負荷の軽減に役だつ。人類の未来を考えたとき、現状

の水酸化物法を見直すことが必要と考える。 

 

 

８．NS法の安全対策 

 作業者への安全や周辺環境に十分配慮した対策を施している。 

① 反応槽上部に蓋をして局所排気装置を設置しており、排出ガスはスクラバー   

により処理をしている。 

② スクラバー循環液はアルカリを添加しており、廃液（硫化ソーダ液）は反応槽で

再利用する。 

③ 反応槽上部気相部のガスは連続的に硫化水素ガスセンサーによりモニターして

いる。回分式 NS 法の場合は、反応終点付近で硫化水素が発生するだけで、ガス

が出た時に硫化剤の添加は止めので、硫化水素が発生する時間は比較的短時間で、

通常は、硫化水素はほとんど出ない。連続式 NS 法の場合は連続的に硫化水素ガ

ス濃度が 10ppmになるよう硫化剤添加制御を行う。 

④ 反応槽に ORP計を設置し、反応液の酸化還元電位も連続的に測定し、下がりすぎ

ると警報を出す。 

⑤ 作業環境も連続的に硫化水素濃度をモニターしており、作業環境の安全性も確保

している。 

⑥ 図１４のようにスクラバー煙突の排出ガスも連続的にモニターしている。 
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図１４ スクラバー煙突より排出ガスサンプリング、左端が硫化水素ガスモニター 

    ブロワー本体からのテフロンチューブは NS反応槽からのガスをサンプリング 

    ためのチューブ 

 

 

９．学会発表・論文等 

特許 「硫化剤を用いた重金属含有排水の処理方法および処理装置」(ＰＣＴ） 日本

PCT/JP02/08769、中国 ZL 02817183.7、米国 10/488,390、EU2762910.4 権利者は

すべて（株）アクアテック単独出願 特許は成立済み 

学会発表、投稿論文 

１）“High Quality Treatment of Waste Water Containing Heavy Metals and Recovery or 

Recycling of Heavy Metals by Use of Hydrogen Sulfide Gas Sensor” The 8th 

International Symposium on East Asia Resources Recycling Technology 

( November 9-15, 2005, Beijing China ) 大西 彬聰 

２）（社）日本工業用水協会 第４３回研究発表会 大西 彬聰 「硫化物沈殿法による排水か

らの金属回収」 

   大西彬聰、 長沢末男(造水センター) 

３）”悪臭のしない硫化物法”  環境管理 ４１（６）､637－644 2005-06 

   藤原宣昭 松浪豊和（アクアテック）、横山昌夫 大日方正憲 （イコールゼロ） 

４）”ガスセンサー制御硫化物法によるレアメタル回収” 科学と工業 vol84 (8) 

325-331 （2010）  大西彬聰  

５）”ガスセンサーを用いた廃液処理－液中反応制御技術” 表面技術 第62巻 第11号（2011） 

大西彬聰  
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６）”ガスセンサー制御硫化物法によるレアメタルの回収” 

    自動車技術 vol66，No.11,2012    大西彬聰、佐藤みなみ 

７）”ガスセンサー制御硫化物法による廃水・汚泥からのレアメタル回収” 

   水環境学会誌 Vol.３７（A） No2 (2014) 

   大西彬聰、 宮沢憲一（イコールゼロ） 

受賞歴  

2005 年 11 月  「NS プロセス技術」が関西ニュービジネス協議会より NBA

大賞受賞 

2018 年 5 月  「環境賞 優秀賞」受賞 

 

 

１０．共同受賞者 

 今回の「環境賞優秀賞」受賞は以下の２社との協同で応募しました。 

◇ イコールゼロ株式会社 

    世界で初めて NS 設備を導入し、この技術を産業レベルまで高めました。現在５基稼 

働している。 

所在地 〒381-0022 長野市大字大豆島４０２０－３ 

          電話：026-221-8080 FAX：026-221-4505 

            代表取締役： 林 宏道 氏 

 

◇ マツイマシン株式会社 

   中国市場へ NS 法の導入を成功させた企業、プラント設計技術にも長けている。 

      所在地 本  社 〒550-0021 大阪市西区川口４－１０－１１ 

               電話：06-6581-3030  FAX：06-6581-3040  

東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋５－８－４ 柴田ビル 5F 

         電話：03-5777-5654  FAX: 03-5777-5684 

               代表取締役： 松井 洋 氏 

 

金属廃水処理・廃液・汚泥からの金属資源回収のご相談は 

 株式会社アクアテック 大西 彬聰（あきふさ）にご連絡ください。 

 所在地 〒254-0014 神奈川県平塚市四宮５－４－１３  

      電話：0463-73-6531  FAX: 0463-73-6536 

           E-mail: riru1990@aqua-t.co.jp 

           http://www.aqua-t.co.jp 


