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至　はじめに

　現在，小・中学校で行なわれている選科実験に

はヤ重金1属イオンを含む廃簸を鐵すものがいくつ

かある。

　そうした廃液の実鰹的な処理法について，高校

婦象には文部省から「廃水・廃棄物の処運に関す

る手弓1轡が示されているが，小・串学校対象の方

法慧示されていない。まして，選科嶽外の一般教

麟を対象にした方法は，まったく示されていない

ように見うける。

　そこで，運科教麟でなくても簡単に処理できる

方法，躍ち小・中学校シベルの効果的な廃液の処

麗方法について綾討した．

亙至心・中学校にお鯵る廃液麺理

　1　廃液越理の必要縫

　今欝，大気・湧網・湖沼などの溝染が地球的規

摸で広が弩．動槙物の生態にも変化が生じてきて，

各羅で深灘な問題になっていることは周知のこと

である。

　具体的には，酸性雨による樹“木の重事古れや湖沼

生駿1の死滅．あるいはCO2の増毒蹴こよる地球温暖

イとの影響やフロンガスによるオゾン屡の破壊など

がある。

　直接8常生活に灘わるものとしては，各種洗趨

を含む家縫の難癖水があるし．最近では行政当潟

から廃棄物の分琴ll敵薬など，その処遇方鋭への協

力が要請されてきている。その一一方で，資灘の1タ

サイクルなどの甫筏運動もある。

　これらは，いつでもTVや新濁・雑誌で報道さ

れているし，子供海けの雑i誌にも載っている。そ

れどころか，洗聡や重金属イオンの毒難について

は，i§鴨年代のはじめ，すでに学校のクラブ活動

や夏休みの課題として取鯵上げられている読。

　こうした時代ではあるが，小・中学按の選科実

験で生じる廃水・廃棄物は，法的には規麟の婦象

にはなっていない。そのためか，一般に教騨は廃

液処遷には無関・むのようで，実験後はそのまま流

しに捨てているのが実栽のようである。

　確かに．董クラス里懇の実験で生じる擁護量は

少ないといえる。これに比べると，企業や縫会の

生産・消費活量解こよって鐵される溝染鞠質の量や

濃度は，その汚染の範雛や及ぼす影響は比較にな

らない程大きいことも確かである。

　しかし，少ないからとか，法で規凝されていな

いからといって，小・中学校の廃棄物をそのまま

捨ててよいものでもないし，擁水基準以下になる

ように．大量の承で薄めて捨てればよいというも

のでもない、現在では，環境汚染に対する一入ひ

と弩の姿勢と認識が問われなければならないので

ある。

　公害発生の恐れのあるものは発生源で揮えると

いう，いわ麟る「原点処還の漂魏まは，濃厚・大

量．あるいは広範翻の汚染妻療だ1ナ1こ適警護され，るも

のではない。錐嚢紀に生きる子僕たちには，地球

上の生態系の一員として，機会ある毎に汚染防一髪

の認一議をもたせる必要がある。

　したがって，少量とはいえ小・率学校レベルの

廃液処理をすることは，環境汚染紡盛の意識を育

てる良い機会となる。今後は．実験後の幾然な作

業として．廃液処樫を行なわねばならぬ饗寺代であ

る。この処理体験によって，生経の溝染跡盛にか

かわる認識を深めることができよう。

1註：当時，福島轟丙の小・中学校夏秣み作品展

　　に多数鐵贔された。全国的には，学生科学賞

　　選集（読売新聞挺〉が参考になる。》

　2　建科実験による廃液

　　鰍　廃液中の含有イ孝ン

　これまで使われた数社の小・中学校絹教科書至）

から，金属イオンを含む廃簸を餓す実験1含演示
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実験》を取今あげて整理すると．次のような各種

の陰緩イオンがあ酵，純に単体でイオウが養われ

ている。このうち含有量の多いのは，銅イオン，

鉄イオン，亜鉛イオン，アルミニウムイオンなど

である。

　陰イオン：C至㎜，SO42、NO3一，C登3COO㎜

　陽イオン：Nガ，K＋学Ca雛，簸薯2†，Ct亙2＋争ぎe2九

　　　　　　Z簸2ナ，B袋2ナ，A董叙，Ag＋

　⑦　廃液麺理の魏述内容

①小　学校
　　教輝矯指導書鞠こは，酸・アルカ鯵の処理につ

　いては記されているが，具体的な処還方法とし

　ては示されていない。また．金羅イオンを含む

　廃綾の処理については，飼1も繰れていない。

②　中　学校
　　丁桂の教輝醗指導書i分野上3》には，「実験後

　の廃液の処理藩が記され．ている。それによると，

　重金蔑含有廃液は「ア，希釈法：微量の場合は，

　基準以下の濃度になるように多量の水で希親し

　て流す。イ，串報法：アルカ1ナ凝を添撫し，水

　に難溶な金羅水酸化鞠にして沈殿・除去して，

　圭』澄み液を放流する。沈殿犠蕪ま，業者毒こ処至墾を

　依頼する纏となっている。

　　しかし，基準以下の濃度：にする方董去や，金属

　水酸化物にする具体的な処遇方法については，

　飼も示されていなも㌔

　　丁握の飽の指導書玉分野下3｝には，r鞠質とイ

　オン」のところで「廃液の処理」がある。郷ち

　ギ使い終った塩化銅水溶液はバットなどの平な

　容器に入れて玉ケ所に集め，埃が入らないよう

　にして霧然紋遷する。しばらくすると結島が撮

　鐵してくるので，きれいにして使いたいときに

　は再結晶して精製する纏とある。

　　しかし，これは塩化銅水溶液の実験に獲って

　承されたもので，一般的な方法とはいえない。

　　こうして見ると，廃液処理の一般的かつ具体

　的な方法は，教科書や教締矯指導書に承されて

　いるとは，とても需えないであろう。

醗　廃液麺理方法の検講

　藩　基本的廃液麺理法
　農校薄象の廃蔽処理法には手毬轡があ今，大学・

醗究所レベルの処理法の準矯もできる。また．そ

のシベルの毒簸参考麟書癖講憶ある．

　しかし，小・中学校レベルの廃液処還法が，露

髄簿窪舞

簸図書や教科書・教輝羅指導書に示されていない

とすれば，小・雫の教郷耕象に，簿易化した単纏

瞬快な方法を示す必要があろう。そして，その方

法は篶便法とはいっても，運譲的にもまた実験的

にも裏付けされた方法でなくてはならない。

　文献§1によれば，廃液処理法として次の（善～〔31

のような方法がある。

構　中　秘　法

　　廃液中に溶解している重金霧イオンを，水酸

　化勃にして沈殿させて線表する方法で，最も経

　済詳聲こできるむ各金属イオンを琴麟露に除去する

　場合は，その金属イオンの水酸化物形成最適戯

　縫を考癒して処還するが．共存する金羅イオン

　を…括して瞼去する場合は，共沈という環象を

　麟濡して，最適灘よ鞍低い癖値で処還すること

　ができる。

轡　磯　乾　法

　　廃簸申に溶解している重金属イオンを．硫此

　馨舞こして渡殿・除去する方法で．ろ過し易い。

　醗化鞠の溶解痩積慧極めて小さいので．廃液率

　に微量の重金羅イオンを含有する場合や，沈殿

　・除去後の残留溶存イオンが殆ど無いことが望

　まれる場合によい。

　　しかし，銃此趨の毒性や換気設備の必要盤な

　どから，一般教麟や小・中学校レベルで扱うに

　は適当とはいえない。

麟　そσ）億の方法

　紛，⑦の方法の鰹こ，①イオン交換機腿を豚・

　て処遷するイオン交換法．⑭重金属イオンを畷

　善趣で級養し，沈殿・除去する磯着法．③廃水

　串の有害歳分を分解・処理する§的のとき，洗

　殿の繭処理として　覆いる酸化・還元法，④蒸発

　・濃縮によって，重金繕イオンを結晶塩として

　取静）だす蒸発・濃縮裏表などがある。

　これらの方法について，器具装匿，方法の手軽

さ，安全牲，経済性などを比較すると，金属イオ

ン含有鹿瀬を小・中学校で安全に処理するには，

申穣法が最も適している。

　2　提案された具体麹楚理法について

　これまで発表された廃液処理に関する文献につ

いては，獄下にその表題や方法の共通難のみ示す

ことにし，詳しい内容については省略する。

　紛　フェライ｝法による璽金属イオンの除去4》噸

⑦　鉄絵による垂金属イオンめ除去警
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鱗生徒実験テーマによる廃液麺建の工夫覇

　①水溶簸串の金属イオンの盤質

　②六懸クロムの廃液処謹

　③複合重金属イオン鹿渡の一括処理

　④　第二水銀イオンの廃液処蓬

　⑤塩化第二銅水溶液の廃液処運伸学理科〉

　⑥　亜塗舞イオンの擁護処理（串学理孝導〉

（鱗ま，①～⑥のようなテーマによる廃液処還の

生徒実験であるが，①～⑧は六懸クロムや第二水

銀などを掃うことから高校舞象であ鯵，⑤，⑥は

中学校婦象といえる。

　このように，提案された処礫法の中では，具体

的に鰐象となる重金羅イオンの処理法を示してい

るという点で，｛鱗力薩ヒ較霞勺現場露至きといえる。

　3　共通の縫題点

　これら書，2で示した方法は，次の点で共通し

ている。

①水酸化ナト鞍ウム水溶液による麟講整をし

　　ていること

　②特尉の薬品を購いていること

　③それな弩の装置を髄矯していること

　④　温度調節を鴛なっていること

　⑤処理に手闘を要すること

　これらの共通点は，小・中学校では，選科以外

の一般教麟には簡単には対癒できない。

　申でも①の処理擶単なようであるが，承酸建

ナト1タウム水溶液の準備から始まってかな葦ンの時

題がかかる上に，万能試験紙を使っても思うよう

な灘値に調整できず，とても手軽にはできないゆ

　それは廃液量にもよるが，実際に処達してみな

ければその作業の大変なことはわからないことで，

髄しい教育現場で，3春分やi時聡かけて処礫でき

るような仕事内容ではない．

鐸　中和法の具体的検討

　小・中学校の廃液処遇に中稲法が最適といって

も，その処鰹作業が大変では，どうにかして簡単

に処耀できる方法を晃畠す必要がある。

　唯　金属水酸化勃形成の最適鎖縫

　金属水酸化物は溶解度が小さく，不溶性あるい

は難溶性化合鞠を形成する。これを麟現して金属

イオンを除去するには，これら各種の金属イオン

が水酸化物を形成する最適条件，即ち最適水素イ

オン濃度（郵〉にす義ばよい。表iにそれらの最

適譲纏の範羅を示した。

　この処理で，廃液串に異種の金属イオンが共毒

すれば，低い擁領域で沈殿する金属水酸化暢が，

高い嘩領械で沈殿する金羅水酸化物を畷善して沈

降する共沈埋象がおこる。実験鹿渡隷書1通数種の

金属イオンを含むので，この共漉現象を溺霧すれ

ば，i量藝》～嚢｝よ警も低い擁童8くらいで処選至するこ

と力穿でき，必要な編醗を広くとることカごできる。

　現在，小・牢学校鐙実験廃液串1こ含まれる金属

イオンは．銅イオン（（⊃駿2＋1，鉄イオン1欝e2＋／隼亜

鉛イオン（Z慧2＋1などが董なものである。そこで，

表iでわかるように廃液の鐙縫を§～欝に調整す

れば．これらは承酸化物となって池殿する。

　表肇　各種金属水酸化物形成の最適毒箋鯉｝

金羅イオン　露範聡　　　　　　解離灰癒

Cビ＋　8．O鎌一覧

Fε2丁　　9．｛》～豊玉．（》

Fε3T　5．§～n．巷

z鷺㍗　　9．o～欝．轡

酸簸2†　8．○以一重1

C蜜0奎｛〉2＃C雛2＋＋20｝r

Fε継｛〉2江Fe2ナ＋20　｛』

F｛｝（0縫〉3ぞ土ぎe3＋十30難』

Z譲0磁22Z簑2＋＋20鷺
瓢簸（o鋤2ロ雄糞2＋＋20慧㎜

　2　廃液中秘講⑱条件
　一般に，小・中学校の実験で撫でくる廃液は塩1

酸酸性になっている。これを中擁して，金羅水酸

イヒ物として沈澱させる中稲趨の条件は，

　⑧

　　できること

　これらの条件を満たす中稀覯として，①のどの

学校にもあるアノレカ辱講は鰻られている。また，

②の無害については含有イオンとの反感から予想

でき，③の安癪なものといえば，自ずから水酸化

カルシウム（濤石灰〉，と炭酸水素ナト1｝ウム（重

曹〉の二つが考えられる。

　そこで，これらの中積麟が④以下の条件を満足

するかどうかについて検討した。

　　どの学校1こもあるもの

　　奉書な麹質やイオンが盤…じないもの

　　安極なこと

　　瞬§～nの調整が容易なもの

　　処理後のろ濠（or上澄液1申の残留重金属

　イオン濃度が，ノ藝質基準以下であること

　　廃液処理操作も後処運も簡攣で．生経でも

①

②

③

④

⑤
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　3　中和欝による癖調整

　これらの中鵜趨慧解離定数や解離度が求められ

ているから，水溶泌iの癖纏は計算で求められる．

そして，廃簸に中秘麟を過剰に繍えたときも，そ

の輝麟こなると予想され．る。

　しかし，実隆1こは廃液を籔壕交する痩1こイオンの

種類や含有量が異なるから．実験的に躍変化や到

達鐙纏を調べる必要があるが，実験室の中穂滴定

のようにはいかない。また，実験器具や滴定詣承

薬などを必要とするなら，条件④鐵下が講是され

ない。

　そこで，塩酸酸性の廃液と仮定してiモ，，塩酸を

一定量と今，それ．に中穂斉彗として，緯水酸化カル

シウム，（2駿酸水素ナト1｝ウムをそれぞれ一定量

ずつ，反癒のようすを観察しながら徐々に換え，

それぞれの蔽の韻変免および到達欝嚢値を灘足した。

　灘計は東亜電波製の翼簸一§薦塑で．一本型複合

電極（GS孚4S毒S》を使聡した。

　　（ま1の場合，灘達した醗変化縁強酸一強塩基の

　滴定麟線の形になる。水酸化カルシウムの添簾

　終了後，時懸経過による讃変化はみられず，ほ

　ぽ灘H繭後で一定になる。

　　鱗の場合．濃変化は強酸一弱塩基の滴定藤線

　の形になる。炭酸承素ナト褄ウムの添繍後は．

　時羅がたつにつれて瞬纏が徐々に主力蝉），最終

　的（約3馨後》には灘7．魏こ落ち著く。

V　中和法による廃液麺理の実際

　欝の結果からは，炭酸水素ナト鯵ウムよ鞭は水

酸化カルシウムの方が中穣趨として使えそうであ

る。そこで，実き祭に数種の重金属イオンの入った

廃議iを驚いて，これ．ら水酸化カルシウムと縦酸水

素ナト鯵ウムで中鷺処理し．ひいては廃液麺礫華

として使えるかを試みた。

　葉　廃液麺理方法の検討

　　傷　使醗廃液の性質

　検討には．輻轟大学の初等理科教育法の実験｛小

6，「酸・アルカ瞬の性質藩1で議た廃液を絹いた

が，ぞの盤質は次のとお鯵であった。

　水素イオン濃度（夢｝舞：i．55｛き《塩1酸酸性／

　含有金属イオン：翼a†，Ca2†亨Ct｝2＋，Fε2幸，

　　　　　　　　　　　Z鍵2ナ，　き護貧2＋，A亜3＋

　廃　　液　　の　　色：淡緑黄色

髄窪窪羅

①
②
③

　かるよつな手がか量〉を得るため，

　定と懸縛平行して行なう．

④③の目的で，露丁黎試験紙の変色を観察する。

　　麟　廃液一承酸牝カルシウム4〉癖変化

　廃譲巍巍をビーカーにと穆，水酸紀カルシウム

の粉末を§．2琶ずつ徐々に換えていったときの鐙変

化を表2一亜，轡iの。澄線で示したが，塩酸の時

と講じような霞董線審こなる。

　添簾後の時麗経過に欝う講変化は見られず，ほ

毒聖一一定していた。

　　／4／廃液一炭酸氷嚢ナト琴ウム4〉譲変化

　麟と麟様に，鹿瀬欝倉醜に縦酸水素ナトllウムの

粉末を当量点付近では§．5gずつ，その薦後はi．β参

ずつ徐々に簾えていったときの灘変牝を灘定した

（表2－2，図董の。も線1。

　この反癒では，炭酸水素ナト瞬ウムを藁．飽粧え

たところで二酸化縦素が発生し，瞬時に藤が不安

定になって下がったので．グラフには。－c’の不

連続変死として示した。

　この滴定麟線は，一見して塩酸一炭酸水素ナト

曄ウムの時と講じである。しかし，塩酸の時には

表れない不連続の部分で，どんな反応が起ってい

るのであろうか。

　推離するに，このような廃液，難ち遍羅の塩酸

に亜蔓｝，鉄ラ銅といった金羅のイオンを含む溶液

に，縦酸水素ナト鐸ウムを一定薫ずつまとめて簾

えた場合は．次のような反癒が綱時藁粥的に起る

と考えられる．

①粧えた炭酸水素ナト1｝ウムは，最初は遍羅の

　塩。酸を中秘し，CO2を発生する。

　展讃CO3＋｝墨α→糞aα暑至20＋CO2で

②　塩酸中秘後業過剰の綴酸水素ナト瞬ウムは廃

　液率の塩イヒ鞠イオンと反癒し雫金1属イオンはよ

　髭）溶解度の小さい炭酸塩1になる。

③②の反癒で生じた塩酸は炭酸水素ナトllウム

　と反癒し，二二酸嚢二炭素を発生する．　この時，三二

　酸化毅素の気泡や溶解による酸性などで，瞬計

　の指舞は不安定になる。

　　②，③の淡癒を，塩乾亜鉛を溺にとれば，

轡　観察浸び灘定内容

牢秘斉嚇こよる中魂1処理と，瞬変紀の灘定

渡殿の生じ始めの，灘纏の灘定と観察

1替マス紙による変色の観察

麟計力ごなくても，沈殿力ず生じ始めるときカずわ

　　’　　　　　　　　　　　　擁｛計による灘
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Z捻C董2　　十翼農難COs→翼3C董十器十Z盤CO菖

｝《誰CO3÷懸＆　→｝ねC茎＋麹0＋CO2肇

Z雛α2÷2｝ξ讃CO3吟2｝ξaα÷Z簸CO3一蝦20＋CO2㊦

④　㊤⑤の反癒の終了後は，遍羅禽炭酸水素ナト

　1ナウムが解離して馨7～8の値で落着く。

⑤　液がアルカ琴姓になったところで，炭酸塩は，

　よ享鷲容解度の小さい水酸銘鞠となって渡殿する。

2蕉罫段｝至C（）3十2至｛20÷Z鷺C（）3吟

　　　　　　　　　Z擁（0縫〉2‡一十翼a2CO3十2R2CO3

　この反癒で水酸化々ルシウムを購いたとき1ま．

一と澄み液中には塩化ナト琴ウムでなく，塩乾カル

シ慶ムが溶けていることになる．なお，こうした

反感慧，その纏の金羅イオンでも繕時に起ってい

ると考えられる。

表2一葦

添撫量　　瞬

廃液一承酸鷺カルシウムの嬢変死
　　　　　　　　　　〈液温2§℃〉

嚇マス紙　雛’8紙　　溶簸の様子

○、嬢墓／

暮．2

昏．嘆

奪、§

至．6

3．§

5．7

簸．2

○．8　　玉里．嘆

正、○　　簸．淫

i．2　　玉茎．尋

表2－2

添糠星　　舜

　轟

　券
変化せず

　青

青

青

青

黄
黄
緑
膏

薬
F

青

青

黄色透聡毒こなる

黄鴇色の混濁が

焦ずる

一麺登み濠が無色

透織こなる

C譲0欝2が過剰

となる

廃液一炭酸水素ナト解ウム
　　　　　　σ〉轟変化（液温2§“C〉

彗トマス紙　　慧丁鷺紙　　　溶液の様子

黄

黄　　　黄色透舞舞こなる

縁　　　霞つぼく濁る

緑　　　淡黄色の混濁が

　　　生ずる

緑

　2　簡便法の工夫と実際

　雀の鱗，綴の繕果から，辱トマス紙や8TB試

験紙で鐙調整をする廃液処理の手瀬が示せる。以

下，水酸｛とカルシウム（溝石灰＞を矯いる方法を

「石炭法」，炭酸水素ナトl／ウムは一般に重曹とい

うカ、ら，　この方法をギ重曹法雌　と呼．鑓ことにする。

　　購　藍石緩法肇による廃液麺建の実際

　廃液5今春醜をビーカーにと鞭，水酸｛ヒカルシウム

の粉末を赤辱トマス紙が青，廷丁聾試験紙が青にな

るまでかき混ぜ’ながら顔える。

①添糠直後
　　水酸乾カルシウム（溝石灰1の舞末を，薬さ

　じで6採擁えたところで襟鞍トマス紙とβ丁駐

　試験紙が青魚を示し，漏時に黄糧色のもやもや

　した混濁が生じた。混濁は2～3分で沈殿する

　が，上澄み液はまだ露濁している。これは，退

　麟に換えた消石灰の海溝で，この時点で到達し

　た雌短は簸．藁であった。

⑧　　72時購蕎麦　（3　難孝憂〉

　　①の状態でそのまま長時闘数覆すると．渡殿

　は一1二から鶴色，駿色，焦茶色の1三屡になって見

　える。その一と澄み液は無色透鱗で，水嚢には褐

　色の微粒子がわずかに浮かび，一紅澄み液の登露ま

　H．4で添趨直後と講じであった。

伊
2

　
潅

讐

餐｝

7

　　　　　　　　　a
～畜“←哺纏“一時雫畔“鼎輔”鼎

ザ

垂　　　廃液一水酸化カルシウム
：
＝

：

：
　　　　　　　　　　　　　　　b

春、叙9）

舜、§

至．暮

董．5

董、§

4、9

暮．董

6．嘘

2．毒　　　6．5

塵、昏　　　6．3

§．蓼　　　7．β

鱒、§　　　7、至

　
ず

　
せ
篇

轟
ヒ
書
青

　
｛

　
変

青

青

青

青

縁　　　二二1酸化炭素が発

　　　生する

緑　　翼a疑CO3が違剰

　　　　となる

淡青

6

5

4

3

2

一
〇

0壌23456789葉Oζ馨
麟藩　廃液一炭酸塩め中i穣滴定曲線
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　（2／匿璽警法iによる廃液鎚獲の実際

　廃液5倉倉慮老をビーカーにと鐸，炭酸水素ナト移ウ

ムの粉末を8丁欝試験紙が淡青色になるまでかき

混ぜながら粧える。

①添簾直後
　　炭素水素ナP｝ウムの粉末をかな鯵の量〈鱒

　～灘g〉粧えることによって，3TB試験紙が淡

　青色を示した。この色は縁と青の串懸の色で，

　この色で超える量を糊籔するには不明繍である。

　　添糠と購時に二酸死炭素の発艦でかな蓄）発疱

　し，孚し自｛竺のもやもやとした葉昆濁カゴ餐三じた。　こ

　の混濁は2～3分で沈降するが，この時点では

　まだ上澄み液は白濁している。到達した躍値慧

　6．8であった。

②72時間後（凋後〉
　　①をそのまま長時闘救置すると，緑がかった

　撫色沈殿となった。その上澄み液は無色透明で．

鐸は7．瞬こなっていた。

贋　中和法による
　　　　重金属イオンの除去効果

　「石灰法ま　とゼ重曹法j　lこよる金属イオンの除

去効果を確かめるために，雛水中に残留溶存して

いる金属イオン1震度を確かめる必要がある。

　1　撰承基準
　廃液から重金属イオンを除去した後は，残留イ

方ン濃度は倉であることが理想である；が，それ．は

不可能である。そこで．撰水串に残るイオン濃度

の許容の目安として，水質汚濁紡藍法による各金

属イオンの撥水基準〈表3〉によることにした。

　　　　衰態　撥水基準く水質汚濁防止法野

　　　　　　　　　　1許容緩度（麗〆麟

　　　鋸　　　　i

亜　鉛l
l容　解　　性　　鉄　1

　　　　　　　き溶解盤、マンガン　i

3
5
§
蓉

　
　
至
i

→　　3鐡

→　　5

一→　緯

触　　欝

　2　金属イ孝ン濃度灘定法の検定
　最近は，各種金属イオン濃度を篶単に灘定でき

るテスト器具や試験紙が，水質穣査溺に毒簸され

ている。ここでは，パックテスト供立運化学欝

究所》や潔ナールキット（岡仁化学羅究所1のギ簡

易比色法ま．ヨシテスト（吉富製薬株式会祖のr検

欝輝糞弩

知箸法ま，イオン試験紙〈東洋ろ紙株式会社〉，分

析購試験紙供立理化学醗究漸》のギ試験紙法墨

を繙いた。

　これらの灘定法と標準金属イオン溶液を篤いて，

石灰法毒こよる金羅イオンの除去突舞果を灘窪し，合

わせて灘定法も検定した。標準溶液に購いる金羅

イオン1ま小・中学校で使われるものとし，塩紀銅

水溶酸．塩花鉄〔夏鳶水溶液，塩化亜鉛水溶液に

よる銅イオン，鉄イオン，亜鉛イオンを弔いたひ

これらの標準溶液は，それぞれの金羅イオン濃度

が鎗蟹擁磁こなるように講製し，これから鴉§．欝尋

騨の試料溶液を調製した．

　この標準溶液の濃度を確かめるために，灘魯倍に

希験した溶液（欝騨1についてパックテストと3

シテストで灘定したところ，いずれの場合も金属

イオン1震度はi（》郷と灘定され，標準溶簸及び検査

法の儀頼姓が確認された（表嚇．

　次に，これらの各標準1容液に，水酸イヒカノレシウ

ム粉末を！ヌトマス紙とβ丁8試験紙で青になるま

で換えた．このときの譲縁約麓1こなっているはず

である。この石灰法で処理した各溶液は2号ろ紙

で，（水酸イヒ鉄鋒難を含む溶液は2号で1まろ蔽が濁

る。ろ紙5号Cでも僅かに濁る＞ろ過して渡殿を

取垂〉除き，ろ液申の金1属イオン老農度を灘足した。

　こうして，パックテストとヨシテストで灘足し

た標準溶簸の濃度や，石灰を去で処理したろ液申の

残留金羅イオン濃度の灘定鮪を表号に示したが，

処理麟のイオン濃度に醒｛系なく，銅イオンと鉄イ

オンは石灰法によってほとんど除去されているこ

とカごわカ｝る。

表号　石灰法による
　　　　ろ液率紛残留イオン濃度《騨》

イオン濃度（翻 給 緯書倉　5導蓼　緯倉

試　料　処　理 未処理 処理後のろ液

パ　ッ　ク

e　ス　ト

C♂T
ee2＋

y魏2＋

輪
欝
欝

§　　馨　　倉

宦@　§　　倉

T　　董　　○

ヨシテスト

c♂＋

ee2千

y豊2ナ

1馨

T
欝

o　　昏　　倉

D　　唇　　魯

U毒　蓬．3＊4．び

1註］＊：ヨシテストのイオン標準濃度表で，表記

　　　　された濃度鷺に箆纒縫孫が成立っている

　　　　ものとし，昌分量で読1取った纏
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　しかし，亜鉛イオンの残留濃度が飽よ馨大きい

のは，石灰法で処理した場合，その処理液の躍が

およそ簸～i2になって亜鉛の水酸化物生戚の最適

露鎗を越えるので，再び壷鐙イオンとなって溶け

幽してくるためと考えられるゆ

　この纏は．亜鉛イオンだけ含む溶綾を処理した

ろ液の灘定値であるが，それでも含有量i倉暮春灘瞭

下の廃簸ならば，水質基準の5羅戯下に抑えるこ

とができるといえるし，鑛，鉄，アルミニウムな

どのイオンが共存すれば，共漉効果でもっとノ罫さ

い擢嚢こなることが難待できる．

　3　麺理ろ液中の金属イオン濃度

　1～2の結果に基づいて，原廃液を石灰法と重

曹法で処理したそれぞれのろ瀬について，その残

留金属イオン濃度：を灘定した結果を表5に示した笹

ろ過による処理暗闘は重曹法力縫§分と長く，石灰

法はその玉／2以下であった。

　パックテストはすべての金属イオンを灘定でき

たが，ヨシテストは，溶液中に含まれる嬉害イオ

ン《N♂〉のためζこ灘定できなかった蛋直がある。

　このパックテストの灘定値や飽の方法の灘定値

を鋤較検討すると．各ろ瀬i中の金属イオン濃度は

いずれも離水基準以下となってお婁），ここでも重

曹法よ鱗石灰法による除去効梁の大きいことがわ

かる。

　4　石灰法の長擬
　石灰法と重曹法についての結果を整理すると表

6のようになるが，石灰法が中稲鋼即ち水酸化カ

ルシウム（溝石灰〉の使矯量も少ないうえに，添

藤量の醤定が簡単である。また，ろ遺することな

く数っておいてその上澄み液を捨てられるし，そ

の勉の条件でも搬いやすく処理勤果もよい。

　結1論として，　蓬石灰法星羅ち濾石灰（ライン覗

きの石灰〉　と瞬トマス紙とで処理医した上壽登み液や

ろ液は，金属イオンが水質基準以下であるから，

そのまま流しに捨てることができる。

表§　麺運方法の鋤較

　　　　　1　石灰法 重曹法

①添糠星の趨走

　・リトマス紙　・赤沸青変でよい

　・塾下露紙　　・黄舛青変でよい

⑫単極麹綾絹量　・少量ですむ

③到達癖　　1縫L輔1後で安定

㊧詫殿速度　　け早い

⑤ろ過潮卜趣
雛留　1．殆ど継隷ず
　金霧イオン…
　　　　　　ミ
⑦水質基準　　i・基準以下
　　　　　　…

・青変だけで不可

・淡緑青で不鱗醗

・多量に必要

・7．巷羨後で安定

・皐い

・長い

・穣撫される

・基準鍛下

表糞　越建廃液の金属イオン濃度（麟〉

C♂↓ Fε2＋ z鶏2千 A13す

パック

@テスト
毒 § β 雛．驕

石 ヨシテスト 春．i 倉 磨 ／

灰
ポナール

@キット
§．容 轡．毒 ／ ／

法 イオン

@試験紙
む 奪 ／ 5

分桁試験紙 o β 5 ／

パック

@テスト
董 2 蓉 魯

重 3シテスト 董 歪
㎜ ／

薦
三
冠

ボナーノレ

@キット
i．魯 i．倉 ／ ／

法 イオン

@試験紙
む 書 ／ §

分析試験紙 2 § s ／

藝叢叢｝一一：肇季定不露量，　　＊二表蓬と購ビ。

　　／：当該イオンのものが毒簸されていない。

羅　理場での実際的処建法

　これ。までの検討から，水銀や六緬タロムなどを

含まない小・串学校の種科実験で生じる廃液なら

ば，麟2で示したように，以下の手瀬でかな辱手

軽にできる，

①　痙叡容器の聡慧（毒簸大型飲料ボトルの空ぴ

　んでよい。．と部を隣ると集めやすい〉。

②生徒の実験後，各グループの廃液をこの容器

　に集める。

③水酸乾カルシウム（溶石灰皿ライン琴終の鋤

　をスプーンで少しずつ粧えながらかき混ぜ，そ

　のつど赤1陣マス紙で調べて青になったらその

　まま放置しておく。

④　暇なとき，静かに傾けて上澄み液を流しに捨

　てる。

⑤　容器底のへどろ（不溶性沈殿鞠業スラッジ

　〔s董磁警e）》は，そのまま敏直しておくと乾いて

　しまい，極く少量の土状の粉になる。

⑤乾いた粉は，金属皆やガラス屑などの不燃物

　処煙場に埋める。残った容器は次の廃液麟蝦に

　使えるが，使い捨てにしてもよい。
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　この方法は簡攣であるから，容器と13トマス紙

と溝石灰を準備してお1ナば，生徒に処運させるこ

ともできる．

　なお補足すると，この処理法では翠の1．紛の

⑤で述べたように，水溶性の塩乾カルシウムが生

成し上澄み蔽中に溶けていることになる。これは

有害な重金属イオンと違い，特に問題はない。ま

た，塩酸の勉に硫酸を綾うと醗酸カルシウムが生

じるが，これは承に難溶性で一緒1こ漉織してしま

う。

　中学校：の理科教麟を対象に付け簾えるならば，

理科やクラブ活動の実験で．水銀やクロム，カド

ミウムなどのイオンを含む廃液が懲ることがあろ

う。そのときは麗の容器に露叙しておき，ある程

度の量になったら，銃飛二水素ガスを藤爽き込んで2覚

殿させる「硫イヒ法」で処理するとよい爵

　境在は，試験管（ゴム栓と気体誘導管付き1に

入れて簾熱すると，撫熱しているときだけ貌牝水

素ガスが発生する露形磯牝水素が毒賑されている

ぐ鮪年カタ惣グ，欝βg，撃玉総麟。少量の廃簸に吹

き込むだけならζま1，換気毒こ注意すれ継f繧妻単に発生

させられる。

　磯イヒ法毒こよれば殆ど完全に湊二股するから，臨こき

込んだ後は石灰法と瞬じように処理できる。　ドラ

フトやキップの装置慧必要ないからヤ理科の教麟

として，この程穫の処理はするべきであろう。

懸　おわ鯵に

　水銀や六徳ク費ムなどを含まない，小・中学校

レベルの実験廃液の処理法として，簡単で効果的

な方法を紹介したが，理論的にも経験的にも，少

し考えれば誰にでも思いつく方法であ｝〉．特に§

新しいものではない。

　しかし，今まで彰小・率学校レベルでは，消石

灰｛ライン強きの粉〉と嘆トマス紙を綾って廃液

処理をすれ1まトよいのだ雌とは誰も言ってないし．

また，そのように覚えるだけの根拠も承されてい

なかったことが．むしろ不思議なくらいである。

　この石灰法隷，小学校の一般教麟も気楽に利購

できる。率学校の攣科教輝にとっては石灰法は勿

論のこと，前逮のような硫秘法ならば，さほど著

にせず孝響羅できる方法である．

　今後の環境教畜に活欝していただきたい。

猿本理科教畜学会・第28繕東載支離大会で報告

　　　　　　　　　　（軟露大，’9脅，欝，28縫
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