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水節約の技術的可能性 （3) 

島 津 輝 之

日

序章研究の視点

第 1:!;:!: 鉄鋼業におけるぷ利用の分析

1. 鉄鋼業とその水利用

1-1 鉄鋼業の生産工程と業穂

1-2 水利用の現状

2. 冷却水節約の限界とその問題点

2 1 間接冷却水

2-2 直緩冷却水

（以上本誌82号所収）

3. E量洗洗浄水の節約とその意味

次

2 3 鉄鋼工場の熱収支からみた冷却

水節約の限界

2 4 冷却水と熱汚染

（以上本誌83号所収）

3. 駿洗洗浄水の節約とその意味

3-1 水質汚染対策としての水節約

3-2 洗浄水節約の方法

3 3 酸洗洗浄Jj（の節約可能量

一般にいわれるように冷却水のみが水節約の対象ではなく，冷却水以外の

用水も使用量の節減をはかる ことができる。本節で述べる酸洗洗浄水も生産

工程の改善によってかなりの節約を行な うことが可能である。まず，酸洗洗

浄水とはどのよ うな役目 をもったものかを説明しておこう。第 1節で、述べた

ように，鉄鋼業全体の生産工程は製銑→製鋼→熱間圧延→冷間加工→メ ッキ

の5工程が主軸になっている。酸洗洗浄水はこのう ち，冷間加工工程とメ ッ

キ工程において使用される。

冷間加工工程とは熱間圧延によってつ くられたコイ ル状の薄板，線材，棒

鋼などの鋼材を常温で圧延または引き抜いてさらに務く するか，細く する工



第4図 酸洗洗浄水
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程である。熱間圧延工程を

通った鋼材の表面は強固な

酸化鉄（スケール） 〔注l〕が

覆ってお り，その鋼材をそ

のまま冷間加工することを

困難にしている。そこで冷

間加工を行なう前に，鋼材

を硫酸または境酸につけて

表面のスケールを取除く 。

これを酸洗というが，この

酸洗の後，冷間加工に移る

前に鋼材の表面に付いてい

る酸を洗い落とさなければならない。この酸の洗い落と しに佼凡！される水が

自主洗洗沖水である（第 4凶参照）。 メッキについても同様である。鉄鋼業で

行なわれるメッキは溶融亜鉛メッキと電気スス‘メッキが多くを占める。これ

らのメッキ工程においては，メッキがよく 付着するように，メ ッキを施す前

占こ酸洗によ って被メ ッキ体の表面から赤サビまたはスケーノレを除去する。こ

のため，冷間加工と同じく ， メッキ工程も通常，酸洗洗冷水を必要とする

（ただし，最近の一貫工場は亜鉛メ ッキに関してはこの酸洗を省略すること

が多し、）。

酸洗洗浄水の役目は上記の立IIく，鉄という固体の表面に付いている酸とい

う液体を取除くことにあるが，このよ うな水利用方式は街でみかける電気メ

ッキ工場［注2）における水利用と共通している。電業メ ッキの被メッキ体はメ

ッキの前処理およびメッキ工程において種々の薬液槽に浸セキされる。それ

らの薬液槽から引出した被メッキ体は水で洗浄されて表面の薬液が洗い落と

される。それゆえ，この電気メッキ洗浄水も酸洗洗浄水と同じく ，固体の表

面に付着している液体を取除くことが目的である。電気メッキにおいては硫

酸，権酸以上に危険な薬1fii（シアン化合物，重ク ロム酸塩等）が使用される

ので，酸洗洗浄水に比べて排水の規制がきびしく，排水処理も困難な点が

多い。後述するように，この種の排水の処理はまず第一に生産工程内で洗浄

水量を極力減らすことからはじめなければならないので，排水処理の条件が
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きびしい電気メッキの方において洗浄水節約の考え方，理論が進んでいる。

したがって，本節で述べる酸洗洗浄水節約の可能性は電気メッ キにおけるそ

れを参考にしながら考察していくことにする。

〔注1〕

熱間圧延工程において鋼材を 1000°C以上に赤熱すると， FeOを主体とした酸化

鉄（スケーノレ）が鋼材の表面に生ずる。熱間圧延の最中に，このスケー／レの表層が

剥離し，熱延冷却排水の SSとなることは 2-2-1（本誌82号）で、述べた。このスケー

ノレはかなり強固で，酸にはとけるが，水やアノレカリには簡単に溶解しなL、つ

〔注2〕

メッキには主に溶融メ ッキと電気メッキがある。前者はたとえば亜鉛が溶融した

浴に鋼材を浸セキして，その表面にまず，鉄と亜鉛の合金をつくり，さらにその合

金層の上に溶融亜鉛を付着させてメ ッキ層を形づくる方法である。後者は電気分解

の原理を使って陰極においた被メッキ体の表商にメッキ液中の金属を電着させる方

法である。溶融メッキはトタン，垂｜金，水道管等に使われ，被メッキ体は割合に大

きいものが多い。そして，その種のメッキを行なう工場はほとんど従業者数 100人

以上で，工場規模も比較的大きい。一方，電気メ ッキを行なう工場は電気スズメッ

キでブリキをつくる銑鋼一貫工場，社内メッキとして自製品の部品をメ ッキする電

気機械工場や自動車工場等，メッ キによって加工賃収入を得るメッキ専業者の三つ

に分類される。三番目のメッキ専業者が街でみかけるメッキ工場で， 2～30人の零

細企業が多く ，また，扱う品物も装飾品，通信機の部品等の小物が中心である。

3-1 水質汚染対策としての水節約

1-2 （本誌82号）で述べたように，関東地域の鉄鋼業全体で約7万m3／目。

淡水（回収水を除く）が酸洗洗浄水として使用されている（筆者の推定値）。

酸洗洗浄水の節約によってこの 7万m3／日を減らしていくことは水資源対策

の立場から必要なことではあるが，しかし，むしろその節約は水質汚染対策

として大きな意味をもっている。水質汚染対策としての水節約は二つの観点

から評価することできる。一つは水節約が水域に流出する汚染物の量を減少

させるのに役立つことであり，もう一つは水節約が高度な排水処理技術の選

択を容易にすることである。つぎに， この二点についてもう少し詳しく考案

することにしよう。

3 1-1 水域に流出する汚染物の減少
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①酸洗洗浄排水の成分とその中和生成物

酸洗洗浄水は鋼材の表面に付いている酸洗液を洗い落とすのであるから，

その排水には酸洗液の成分がそのまま薄められた形で‘含まれている。酸洗液

としては通常，硫酸または塩酸が使用される。鋼材表面のスケールが酸に溶

解していくので，酸洗を続けていくと，酸洗槽の酸濃度が低下し，硫酸鉄ま

たは塩化鉄が酸洗糟に蓄積されてし、く 。したがって，酸洗液は周期的に更新

しなければならず，鉄分がふえた酸洗液を廃棄して，新し く酸洗液を仕込

む。 この廃棄された酸洗液すなわち酸洗廃液が水域に捨てられる場合には酸

洗洗浄排水以上に問題であるが，それについては 3-1-2で述べる。

酸洗液の仕込み酸濃度は鋼材の種類などによって異なるが，硫酸の場合 5

～25%，塩酸の場合15～25%くらいである。そして更新時にはこの酸濃度の

大体 2/3以上が鉄塩に代わっている。この酸洗液の濃度を一定の比率で薄め

たのが酸洗洗浄排水の水質である。その比率は後述するように，洗浄の効率

によ ってきまる。 Tこだ， 二，三の文献では，硫酸使用の場合， so，根 0.05

～0.8%, Fe0.02～0.2%の範囲にある。とにかく，酸洗洗浄排水は H2S04

(HCI) と FeS04(FeCl2）を含んでおり，これらの成分が水質汚染の面で問

題となる（ただし特殊鋼（合金銅）を酸洗する場合には鉄以外の金属，た

とえば Crが酸洗洗浄排水に含まれるし，また，鉄線の亜鉛メッキ工程にお

いて酸洗の前に溶融鉛による焼鈍しを行なう場合には酸洗洗浄排水にも鉛が

混入する）。

このような排水を水域に放流する場合に問題となることは， 一つは pHで

あり，一つは中和によ って生成された塩類であり，もう一つは鉄イオン，鉄

化合物である。

pH に関しては前水質保全法による指定水域ごとの排水基準でも，水質汚

濁防止法にもとづいて1971年6月に施行された全国一律の排水基準で、も，ま

すこ下水道への放流基準でも pH 5.5～8.5くらいに規制されているので，現

在，酸洗排水を放流している工場は少なくとも，この pHの調整（中和）は

行なっている。もちろん，撹持機がないなどの不完全な処理設備の工場も少

なくないが。中和剤として，通常用いられるのは Ca(OH) 2, NaOH, NH,OH 

である。一般にH2SO，などの強酸を NaOHや Ca(OH)2とし、う強塩基て、中和

すると， pH が中和点付近で急激に変動するので，中和を正確に行なうのが
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むつかしく ，強酸の中和には弱塩基を使 うべきだといわれている。しかし，

この酸洗洗浄排水に関しては，中不IJの過程で，弱塩基性を示す Fe(OH)2が

生じて， pHが徐々に変化するので，強酸を強塩基で中和することの問題は

ない。

さて‘この中和によ ってつぎの物質が生成されるつNa2SO,（または NaCl,

CaSO,, CaCl2, (NHJ2SO,, NH,Cl) とFe(OH)2である 3 前者の塩類、の う

ち.Ca塩は中和の過程で一部沈澱するが， Na塩，NH，駐は溶解度がきわ

めて高く ，生成塩類、の全量が排水に混入する。これらの塩類を水域に放出す

ることは現在はまったく野放しとなっている。 CaやNa！土生体元素であ り，

またCa砲やNa塩は海水にも含まれているから，比較的問題はない。しかし，

淡水域で Ca塩や Na塩が多量に掛出されれば，淡水魚にダメ ージを与え．

さらに上水道源としての価値を損わせることは明らかである。それゆえ、生

体元素とはいえ.Na塩、 Ca極の淡水域へのお｜出を全 く放置しておくべきで

はない。 NH，塩は Na塚.Ca塩に比べて毒性が強い。あくまで急性毒性と

しての評価だけであるが， NH,Cl30ppm程度でグ、 ッピーを24時間で半分致死

させた実験結果がある （田端 「水産動物に及ぼすアンモニアの毒性と pH.

炭酸との関係」『東海水研報告』 34号（1962)pp.67～74）。 したがって N凡

OHを中和剤として用いることは今後， 禁止しなければならないであろ う。

これらの塩類は酸洗洗浄排水に特有のものではないので，ここではもう一つ

の中和生成物である Fe(OH)2に焦点をしぼって水質汚染の問題を考えてみ

よう c

②鉄分を水域に排出することの問題

鉄は赤血球中のヘモグロビンの主成分であり，｛也の重金属と違って人体に

対する毒性はほとんどないといわれている。そのため．鉄分の水域への排出

は比較的自由とされてきた。ただ，問題とされているのは浮遊性の鉄〔化合

物）が他の種類の SSと同じように魚介類の偲を閉塞することと，溶解性の

鉄塩（FeSO,,FeCl2等）がやはり魚介類に毒性を発揮することであった。

今まで， 魚介類に対する毒性の評価は急性毒性を主体にして行なわれてき

た。たとえば，ある魚類を48時間で‘半分致死させる濃度（48hrTLm）に安

全率1/10をかけて，その薬品の安全濃度を求めるが如きであった。水産用水

基準はそのような毒性の評価にもとづいて鉄境 1ppm (as Fe), SS lOppmを
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魚介類の安全濃度としている。このような毒性評価の実験が着実に積み上げ

られることは確かに望ましいことではあるが，しかし急性毒性のみの評価

が魚介類．さらには我々人間の安全を保証し得ないことは現在では周知のこ

ととなっている。まず第一に，食物連鎖による有毒物質の濃縮がある。その

端的な例がほとんど検出できない濃度から魚類に高濃度に蓄積される有機水

銀であり，また，稲に蓄積されるカドミウムである。第三に放流水域におい

ては毒性実験の時のように有毒物質がただ一種類だけあるのではない。工場

群から種々の排水が放流されている現状では，たとえ各有害物質が単独では

安全濃度以下であったとしても，種々の物質が共存すれば，それらの物質の

相和作用，相乗作用が予想される。これらの点から考えて，ここまでなら絶

対危険はないとし、う有毒物質の安全濃度（許容量）は本来，存在しないとい

っても過言ではない。安全濃度であっても思わぬ事態が引き起こされる。

鉄についてもそのような例がある。海上においてたびたび出現し，大量の

魚を艶死させるものに赤潮がある。赤潮は ある種のプラ ンクトンが大増殖

しその死後に生ずる酸素欠乏や硫化水素その他の有害物質の発生によるも

のと考えられている。ある実験によれば，鉄がある種の赤潮を発生させる引

金の役割を果たしている（岩崎「頻発する赤潮とその意味するもの」『評点』

1971. No. 19）。一定の栄養条件が満たされ，鉄がキレート化合物の状態で

添加されると，すなわち， 化学工場などから排出された EDTA,NTA等の

キレート作用をもっ物質によって海水中では不溶性の 3価の鉄が錯塩となっ

て海水に溶解すると，ある赤潮ベン毛藻は異常な増殖を起こす。その実験結

果では鉄0.lppmの添加で7～8倍の増殖を示している。1970年8月に瀬戸

内海の備後灘一帯に発生し，一海岸だけで、数百万匹の魚が打ち上け、られたと

いう空前の赤潮は鉄が引金となった，このタイプの赤潮lであると考えられて

いる。このように，鉄に関しでも急性毒性実験では魚類に安全と考えられる

濃度で，向然、の生態系のバランスが崩壊しその結果，魚類に致命的な作用

をもたらすことが起こり得るのである。

③現在の排水規制の欠陥

上記の如く，比較的安全といわれている鉄も，水域へ排出してはならない

ものであることがわかった。さて，酸洗洗浄排水の中和によって生成された

Fe(OH)2は酸化されやすい物質で，遅かれ早かれ （処理の過程か，排出され



22 

た水域で）水中の溶存酸素によ ってFe(OH)aになる。 Fe(OH)aは赤褐色の

コロイ ド性物質で，pH5以上の水にはほとんど溶解しない。この Fe(OH)a

に対して現在の排水基準はどのような規制をしているのだろうか。全国一律

の排水基準を例にとれば，この Fe(OH)3が関連する水質項目として SS（浮

遊物質）があるだけで，全鉄についての基準はない 〔凶。 全鉄についての規

制水質項目の不足もさることながら，この一律基準は次の二つの根本的な欠

陥があるがために， Fe(OH)a等の汚染物の水域への流入を食い止めるのに有

効ではない。一つは水質の基準そのものがきわめて甘いことであり ，もう 一

つは水質のみの規制で，排水量の規制が全くないことである。

〔注〕

この一律排水基準の中には，この他に溶解性鉄の項目があり，最大lOppmとされ

ている。排水処理が中和だけで， Fe(OH），の酸化が完全に行なわれない場合には，

Fe(OH），はpH7前後の水にかなり溶解するので，この溶解性鉄の基準に不適合と

なる。現在，酸洗排水を放流している工場で， 31-2で述べるような， Fe(OH）， を

除去できる設備を保有しているところはほとんどなく， 希釈水が大量にある工場を

除いて，基準違反工場となっているはずである。しかし，その基準が実際にそのよ

うにまともに適用されることになるかは今のところ不明である。なぜなら，今度の

全国一律排水基準ではその基準によって一通りの処理設備を新しく必要とする業種

はほとんど，一律基準より格段に甘い暫定基準（ 5年程度）が設けられており，そ

のように今度の基準は水域の水質改善の意欲が乏しいことから考えて，酸洗排水に

ついては基準設定の段階で，処理方法についての知議が十分でないために， 暫定基

準を設け損なった感じが強L、からである。

Fe(OH)3が関連する SSは日間平均150ppm以下 （最大200ppm以下）と定

められている。 SS150ppmという値は排水を沈澱池にざっと通しただけで，

簡単に得られる値であり，工場側に排水処理の努力をさせるものにほど遠い

ものであることはいうまでもなし、。そして排水量に対して規制のないことは

水質汚染対策としてさらに致命的な弱点となる。水域を汚染するのは水域に

流入する汚染物の総量であり，それは排水の水質濃度と排水量の積で表わさ

れるから，水質だけ規制しておいても排水量が増大すれば，よ り多く の汚染

物が流入し，水域はさらに汚染される。それをもう少し具体的に述べよう。

まず，酸洗洗浄排水のみを放流する工場を考え，処理前の排水中の Fe量

を一定とすると，排水基準に適合するために処理によ って除去される量は排



島津・ 1、節約の技術的可能性（3) 23 

水量が多ければ多いほど少なくな り， それだけ多くの Fe分が水域に流入す

る。さらに，酸洗洗浄排水以外の水を多量に排出する工場はその処理さえ，

満足に行なう必要はない。総合排水の水質だけが規制されているのだから，

酸洗洗浄排水を他の排水で希釈してしまえば，Fe(OH)a濃度は SSの基準に

適合することになる。その希釈は一般の工場では希釈のみを目的とした純然

たる希釈水よりもむしろ，一応｛也の用途に使った水によ って行なわれてい

る。それは純然たる希釈水に近い間接冷却排水の場合もあろうしまた，汚

染されてはいるが，他の成分しか含んでいないので，酸洗排水の希釈水とな

り得る洗浄排水の場合もある。これらは少なくともある用途に用いた水であ

り，工場の必要水量ということで，外見的には希釈という印象を薄くさせ

る。多くの工場は各種の工程で必要水量よりはるかに多い水を使用している

のでこのような希釈効果を最大限に悪用する結果になっている。この点で，

ほとんど酸洗排水のみを流す小規模の伸線工場より も，種々の排水を流す一

貫工場の方が酸洗排水のまともな処理を必要としないといえる。実際に一貫

工場はこの酸洗洗浄排水の処理を中和だけで済まし， Fe分の処理は割合に

ずぼらであると聞く 。1970年夏に備後灘に発生した空前絶後の赤潮の引金と

なった鉄分は，恐らく 一貫工場からの排水，すなわち FeO を含む熱延冷却

排水と Fe(OH)aを含む酸洗洗浄排水によ ってもたらされたものであろう。

このように，現在の総合排水の水質のみの規制は水域への汚染物の流入を

阻止する役割を果たしていない。流入する汚染物の量そのもの（負荷量＝水

質濃度×水量） をきびしく取締る規制方法にあらためなければならない。排

水の水質（酸洗排水の場合は全鉄分の濃度） をきびしく規制するとともに，

排水量に対して高額の賦課金をかけ，使用水量を徹底的に減少させることが

必要である。使用水量が必要最小限まで切り詰められた段階で、は，｛也の用途

に使った水による希釈効果が少なくなるとともに，酸洗洗浄水の量が減少す

ることによって，水質基準に適合するために排水処理で除去すべき汚染物

（鉄分）の量が非常に多くなり，水域、に姶てられる鉄分の量は激減するであ

ろう（注1. 2〕。

〔注 1〕

複合排水を流す工場は，水質とともに水量を規制した段階においてもなお，各種

の排水による相互希釈効果を有しており，それに対しては別個の対策がとられなけ
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ればならないであろ う。負荷量そのものを直弘，規制すれば， そのような希釈の意

味は全くなくなるわけではあるが， 実際には各工場に許容される負荷量のきめ方が

むつかしく，負荷量の直接規（l;IJといえども，理.tR、的に行ない得るものではない。今

後，負荷量の規制が行なわれる とすれば，それは今まで排出されてきた汚濁負荷量

を前提として，むしろ，それを既得の “怜利．，として， その負荷量の何%減という

形で行なわれる可能性が強い。現在の水質のみの規制に比べて格段の進歩で、はある

にせよ，そのような規制では負荷量の規制といえども， 水妓の水質を改善するのに

十分な役割を果たさないであろう。むしろ，現時点では水量に対して高額の賦課金

をかけ，水質基準を非常にきびしくすることの方が水質汚染対策として大きな効果

を生むのではないだろうか。

〔注 2〕

なお，工場排水は常にl直接，水域に拾てられるわけではなく，下水道普及区域で

はほとんど下水道に排出される。 都内の酸洗排水を流す工場の多くは下水道に放流

している。下水道普及区域では;Jc域の沿岸にある工場で，そして水域の排水基準を

満たす排水を流せる工場のみが水域に直妓放流しているだけであり，そのような工

場は全体の比率からすれば，非常に少ない。工場が排水を下水道に流す場合の排水

処理のあり方について， 工場で個々に処理するよりも，汚れたままの排水を積極的

に下水道に入れさせてまとめて処理した方が経済的て‘あり，かつ，集中管理を行な

い易いとし、う主張がされることがある。けれども，工場排水と生活排水とは根本的

にその性格を異にしているのであって，生活排水の如く，工場排水はまとめて処理

すべきものではなL、。その第ーの理由は種々の工場排水が流入して各種の有害物質

がまじりこんだ下水から，それらの各種の有害物質を，活性汚泥法を中心とする下

水処理によ って除去することは不可能であるし （近藤準子他「浮間処理場批判」

i公害研究1,Vol.lNo.lPP.17～31）， さらに， 種々の有害物質を少しずつ含

む排水から，それらの物質を取除く ような処理技術は経済的にとうてい採用できな

いものであって，排水処理とは本来， 各種の排4えをまぜずに単一の排水ごとに行な

うべきものだからである（宇井 『公害原論H』亜紀書房刊）。 第二の理由は工場排

水処理とは 3-1-2で述べるように， H＼てきたものを処理するということではなく，

生産工程に内在された形て、行なわれなければならなし、からである。

もちろん，下水道当局も下水道に放流する排水については一応の基準を設けてい

る。生活排水と共通する水質項目については非常におL、基準を，それ以外の水質項

目については水域へ放流する場合の全国一律の排水基準と同じ値の基準が設定され

ている。その基準にもとづいて，駿洗排；Jcについては， pHとSS （と溶解性鉄）

を，電気メ ッキ排水については 6価 Cr，全 Cr，シアンなどを工場仮!Jである程度処理

するように勧告が行なわれている。 しかし これらの基準はあくまで第一に下水処
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理および下水の運搬に支障をきたさないこと，第二に下水処理後の放流水が水域の

排水基準に不適合にならなし、範囲で活用されるものであって，これらの条件が満た

されている限り，各工場に排水処理の勧告は行なっても強制することはなし、。 実は

この第二の点に一つのトリ ックが存在する。下水処理によって処理され得ない物質

もこの下水道を通すことによって水域に放流することが可能となることが多L、から

である。すなわち，下水道に流す時点ではある有害物質の濃度がぶ域の排水基準よ

り格段に高くても，下水管の中で家庭下水やその他の排水とまじり合うことによっ

てその濃度が下がり，下水道から水域へ放流するところでは水域の排水基準に迎合

することが往々にして起こり得るからである（前掲，近藤他「浮間処理場批判」）。

この点で下水道は有害物質をぷ域に排出できる道具と化す危険がある。下水道へ放

流する場合も，水域に直俊，放流する場合と同じような規制を行なって，各工場に

同程度の処理をさせなければならない。

水量の未規制と基準そのものの甘さゆえに，現在の排水基準が水質汚染状

況を改善するものにほど遠いとい う指摘に対して，水質汚染行政に撹わって

いる人達からつぎのような反論がある。すなわち，水域ごとに目標とすべき

環境基準がきめられており，現在の水質汚濁防止法ではその環境基準を達成

できるように，都道府県が排水基準をさらにきびしくし，基準の上乗せをす

ることが可能であり，それによって水量に対する規制を行なわなくても，こ

こ10年くらいのうちに，環境基準なみの水質が得られるであろうと。 けれと

も，このよ うな手続きによる水質汚染対策についても疑問を提出しておかね

ばならない。一般的に述べれば，まず，そこで目標とされている環境基準と

は一体何なのか。たとえば，東京湾沿岸水域は海域環境基準のCランクとし

てBOD8ppm以下（日間平均）とされているが，それが我々の目標とすべき

水質であろうか。それは魚、も住めない死の海を認めるための基準でしかな

い。さらにそのような基準でさえも，机上の計算でそれが守られているかど

うかを判断するだけで，実際には海域等では予想、どおりの希釈が起こらず，

基準以下の水質であるはずの水域が基準の何倍もの水質を示している （近藤

準子 「誰のための環境基準か」『自主講座』第 7号 pp.43～53）。

環境基準というものがもう少しまともに設定され，運用されたとしても，

その類のものは，そこまで水域を汚してもよいとい う誤った保証を与える危

険を本質的にはらんでいる。たとえば， 社内メ ッキを行なっている某電気機

械工場の排水担当者から， 「当工場は排水基準はおろか，環境基準さえも満
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7こす排水を流しており，絶対安全である」という自慢話を聞いたことがあっ

た。その工場はメ ッキ排水について一通りの処理を行ない，さらにメ ッキ排

水の10倍の水量の冷却排水によって希釈していたので，総合排水の6価 Cr

等の濃度は排水基準の泌くらいになっていた。しかし，筆者のみる限り，そ

の工場のメッキ洗浄水は対以下に節約することが容易であり，したがってこ

の工場とメッ キ取扱量が等しいメ ッキ専業者がそのような水節約を行な っ

て，排水基準に適合している場合に比べて，この工場はその10倍の汚染物を

水域に放流していたので、ある。環境基準とは②で、述べた水産用水基準と 同じ

ように，魚やさらには我々人間の安全を保証し得るものではなく，その基準

よりずっと低い濃度でも，魚、や人聞は致命的な作用を被る危険がある。それゆ

え，環境基準内であるから，ここまで排出してもよいというのではな く，白

然への畏敬をもって自然をなるべく汚さないように，水域に排出する汚染物

の量を最小限にするように努めなければならない。すなわち，排水の量をで

きるだけ少なくし，その排水の水質をできるだけ自然の水質に近づけるよ う

に努力しなければならないのである。

3-1 2 水節約と排水処理技術

以上の如く，水域に流入する汚染物を減少させる点で水量の節減はきわめ

て重要であった。しかし，水の節約はそれだけに止まらず，排水処理技術の

面でも重要な意味をもっている。それは第ーに，排水処理の費用は排水の水

質よりも排水量に左右される部分が多く ，水を節約することによ ってま とも

な処理を行なうことが経済的に容易となるからである。第二に排水量が激減

し，（負荷量を一定として）排水の水質濃度が非常に高くなれば，より本質

的な処理方法の選択を行なえるようになるからである。それを酸洗洗浄排水

について述べよう。

①排水処理コストの節減

前述の如く，酸洗洗浄排水の主たる成分は H2SO,(HCl）と FeSO,(FeCl2) 

である。この排水はまず中和を行なうことが必要であるから， Ca(OH)2また

は NaOHを注入すると，Fe(OH)2が生成される。この Fe(OH)2は pH7

前後では溶解度が非常に高く，このままでは鉄分を沈澱させることができな

い。現在，酸洗排水を流している工場の排水処理設備はほとんど，中和装置
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第5図 酸洗排水の処理方式 （久保，f用水と廃水』1971.11 P. 62より）

' , 1持者l H内

一日→咽－~→店頭：圃→杭
回

π /'l~oH Jr：眼GρHh:i;t岬吠込み 殺阜和｜

ム→回→圃→困→巨国→鴨附 二杭

巨司

と簡単な沈澱池だけであり， これでは中和Q過程で Fe(OH)2の一部が酸化

されて生じた Fe(OH)3の部分的な沈降しか行なわれない。それゆえ，その

排水には多量の Fe＋＋と沈澱し終らない Fe(OH)3が含まれている。 この排水

から Fe分を取り除くためには， 第 5図に示すような処理方法をとらなけれ

ばならない（久保 「鉄鋼酸洗廃水処理の問題について」『用水と廃水』 1971.

11. pp. 57～63）。同図 Iの排水処理のフロ ーシートは， Fe(OH)2がpHlO前

後ではほとんど溶解しないことを利用して，そこまで pHを高めておき，つ

ぎに凝集剤を入れて，白色コロ イド状の Fe(OH)2を沈降させる方法である

が，この方法は放流前にもう一度 pH調整を必要とする。 Eのフロ ーシー ト

は，中和後，曝気によって Fe(OHl2を酸化して，pH5以上では水中にほと

んど溶解しない Fe(OH)3に変え，つぎにこの Fe(OH)3を凝集沈降させる

方法である。 これら二つのフロ ーシー トにおいて排水処理のコスト（建設費

と運転経費）がどのような因子によ ってきまるかを検討しよう。

まず，各設備の建設費を決定する因子を整理したのが第11表で、ある。この

うち，主要な設備について説明する。

イ．中和槽一一中和に限らず，一般に化学反応は反応速度論からいって， 化

合物の濃度が高いほど，反応がず、っ と早く進むので，化学反応によって一定

濃度に落ちるまでの時聞は化合物の初期濃度にあまり影響を受けない。特

に， 中和は反応時聞が短く，中和槽の容量を決定するのは混合と拡散の時間

である（宇井「発生源における工業排水処理については）」『化学装置』1971
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第11表 建設貸決定因子による駿洗排水処理の各種設備の分類

主に排水量によってきまる設備 I 貯留惜！，中和幡，凝集槽，沈降槽， pH調整
！ 槽（ Iのみ），中和槽等の撹伴機，槽聞の送水

ポンプ

負荷量 （排水量×水質）によ っ ｜酸化槽（IIのみ）， スラノジ脱水装置
てきまる設備 ｜ 

水量，水質にほとんど無関係な I pH討とそのl’｜動調節装置， 薬品タ ンク とそ
設備 ！ の撹伴機，薬品注入ポンプ

年 6月pp.59～60）。したがって中和槽は排水を一定時間 （30分くらL、）滞流

させておくことから設計され．その槽の大きさは排水量の関数である。

ロ．沈降槽一一シックナー （濃縮糟）のように，濃度がきわめて高く，沈降

する粒干が相互に沈降を妨：子る場合を除いて，一般にある大きさの粒子を沈

降させるのに必要な滞流時聞は粒子の濃度に関係しなL、。 したがって． この

沈降槽も一定の滞流I侍聞を得るように設計されるので，これも排水量の関数

である。

ハ．酸化槽（IIのフロー シー トのみ）～一一この槽では Fe'.OH)2を Fe'.OH)3

へ酸化するために，空気の吹込みを行なう 。単位時聞の空気吹込み量とl吹込

み空気の有効率を一定とすると，空気吹込み時間，すなわちこの槽での必要

滞流時聞は Fe＋＋の濃度に比例する（前掲久保）。 それゆえ，この槽の規模

を決定するのは負荷量 （排水量×排水の濃度）である。また，この酸化槽を

もたない Iのフロ ーシー トの排水処理の方がEよりも水質の変化に対応でき

る。

ニ．スラッジ脱水装置一一これは沈降したスラッジを扱うわけであるから，

スラッジ量，すなわち負荷量によって規模がきまる。

ホ.pH 自動調節装置一一これは水量，水質とは無関係に 1' 2ヵ所必要で

ある。

このように負荷量の関数である酸化槽，ス ラッジ脱水装置，水量，水質に

無関係な pH自動調節装置等を除く設備は，建設費が大体，水量の関数で表

わされる。したがって，濃度は高ま っても水量を減らすことは建設費を軽減

する上で大きな意味を もっ。ただし建設費が水量の関数といっても，建設

費が水量の増大とともに比例してふえてし、くわけではなく，水量が多くなる

ほど，単位水量当りの建設費はしだいに安くなる。
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さて，建設費は各工場の条件，たとえば敷地の余裕，地盤状況，その他に

設計料の大きさなどによ って左右されるので，一概に明示できるものではな

いが，ここではその一例を示しておく 。排水量 30m3／時，SO，根0.05%, Fe 

0.02%の排水を前図 Iのフロ ーシー トの処理によ って鉄分 lppm以下にする

場合を考える。このフロ ーシートのうちで，水質濃度が関連するのはスラ ッ

ジ脱水装置だけである。ス ラッジ脱水装置を除く設備の建設費は処理装置メ

ーカーからの聞き取りと筆者の推定によると，30m3／時の場合， 1,300万円

程度のものである。水酸化鉄の脱水性がきわめて悪いので，それに適するス

ラッジ脱水装置が現在，いろいろ研究されているが，加圧ろ過タイフ”のもの

であると，上記の拶｜水量と濃度の場合， 350～500万円くらいである。したが

って合計1,600～1,800万円くらいであろう。

それでは生産工程内の水節約によ ってこの建設f貨をどの程度軽減できるの

だろうか。後述する水節約方法によって，この排水量 30m3／時を 5m3／時ま

で減少させることは簡単である。負荷量を一定とすると，スラ ッジ脱水装置

のコス トは上記と同じであるが，それ以外の設備の建設貨は 400万円程度で

済むと思われる。したがって合計750～900万円であり， 30m3／時の場合にく

らべて 1/2以下に減らすことができる。そして，水量の節減の意味はそれだ

けに止まらない。既存工場に排水処理装置を設置する場合に第ーに問題にな

ることは敷地の余裕がないことである。上記のごとく，水量を 1/6に節減す

れば，処理設備の占有面積は対以下にすることができる。装置をなるべく コ

ンパクトにおさめることは処理設備を設置するための不可欠の条件となって

L、る。

つぎに，運転経費（薬品費と動力費）の方をみると，その うち， 90%程度

を占めるのが NaOH等の薬品費で、ある。薬1iる費は薬品が負荷量にほぼ比例

して投入されるので，ほとんど負荷量の関数である。ただし，排水の濃度が

高い方が，反応の完結に必要な過剰薬品の負荷量当りの投入量が少なくすむ

ので，水量の減少は薬品費をも若干節約する。動力費の うち，薬品注入ポン

プ，脱水機の分は負荷量の関数であるが，槽聞の送水ポンプなどの分は排水

量の関数である。したがって，運転経費は水量の節減も多少影響するが，ほ

とんど負荷量によ ってきま る。上記の排水処理の場合は24時間操業で大体

15,000円／日である。
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② より本質的な排水処理方法の選択

以上の如く，水量をしぼることは排水処理の建設費を軽減するのに大きな

意味をもっ。 しかし，水量の減少はそれだけに止まらず，も っと本質的な解

決となる排水処理方式への道を聞く 。すなわち，水量をきわめて少なくし，

（負荷量を一定として）排水濃度が非常に高くなれば，排水の成分の回収が

可能となるかもしれなし、からである。電気メ ツキの方で

についてこの種の方式が一部の工場で、採用されているが，酸洗洗浄封｜水につ

いてはこのような材料回収の例はない。その理由は酸洗の材料である酸が電

気メッキで使う薬品に比べてきわめて安いので，あらためて洗浄排水から材

料を回収しようという意欲が生まれてこないからである。

けれども，回収方式の排水処理はここで述べるように使用水量を徹底的に

節減するならば，中和方式の排水処理に比べてそれほど高くつくわけではな

い。さらに中和方式の排水処理は第 5図のフローシートのような処理を行な

っても， Na塩等が水域にかなり流出するし， Fe(OH)aのスラ ッジの処分が

問題となる。後者はいわゆる産業廃楽物の問題である。ただし， Feは他の

重金属と違って毒性が少ないので，これらのスラ ッジをきちんと脱水 すれ

ば，セメントなどとまぜて建設材料に使うことができる。これらの点で成分

の回収方式は中和方式に比べて排水処理の方法として本質的に優れており，

多少，経済性は悪くても，成分の回収の方を選ぶべきであると思われる。

さて，酸洗工程からのもう一つの排出物て、ある酸洗廃液は現在は，回収が

常識となっている。それゆえ，酸洗洗浄排水からの成分の回収の可能性は酸

洗洗浄排水を酸洗廃液と同程度の濃度まで高めることができるかどうかにつ

きる。その濃縮のコストと問題点を述べる前に，酸洗廃液の回収方法につい

て少しふれておこう。

酸洗廃液の回収は常識となっているが，しかし現実にその回収がすべて

の工場で行なわれているわけではない。東京などでは酸洗廃液の回収を行な

っている工場はふえつつあるが， まだ一部の伸線工場だけである。 一貫メー

カーはほとんど冷間圧延前の酸洗の廃液を回収しているが， メッキ前の酸洗

の廃液については仕込酸の濃度が薄いためもあって回収を行なっていない。

過半数の工場では廃液をそのままかあるいは徐々に洗浄排水にまぜて，中和

し，少々沈澱させてから放流しているのが現状なのである。廃液を一度，貯
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槽にためずにそのまま中和槽に流している場合は，中和剤の注入が追いつか

ず， pHは5以下に落ちてしまう。当然，FeS04の中和も十分でなく，鉄分

はFeS04の形で、多量に水域へ流れだすことになる。貯槽を設けて廃液を小出

しして洗浄排水にまぜる場合はこのよ うな問題はなL、。しかし，廃液の負荷

量と洗浄排水のそれの比率は 9:1といわれ， この混合排水の Fe＋＋濃度は洗

浄排水より格段に高いので，それに対応し得る処理設備を用意していなけれ

ば，排水に多量の鉄分が混入する（前掲久保）。 したがって酸洗廃液は本来，

回収を行な うべきものであり，その方が水質汚染対策として理想的である。

遊離酸（H2SO.または HCl) と鉄塩（FeS04または HCL）の両方をとか

しこんでいる酸洗廃液からの 「成分の回収」方式は一つだけではない。主と

してつぎの三つの方式がある。①酸と酸化鉄を回収する方式，⑥酸と鉄塩を

分離する方式， ①遊離酸がなくなるまで酸洗液を使用して鉄塩のみの溶液を

得る方式c これらの方式のうち，も っとも理想的なものは使用した酸をほほ、

全部回収できる①のタイプである。この方式は廃塩酸についてのみ実用化さ

れているだけで，廃硫酸の方は実用化が経済的に困難であると考えられてい

る。廃酸塩に関してもこの方式はかなり大規模な設備を必要とするので，塩

酸を大量に使用する銑鋼一貫メ ーカ一等の大工場だけに採用されている。廃

塩酸回収の方法は廃塩酸を直接，熱風と接触させて，塩化水素カ、スと酸化鉄

に分解し， 後者を集塵器で回収，前者を水に吸収する方式がとられている。

廃硫酸工場の場合， ①の方式が採用できず，次善の策として＠の方式が採用

されている。＠の方式はかつては廃硫酸が大量でないと採算が合わないとい

われ， 小規模硫酸使用工場での採用が見送られてきた。そのため，大阪では

約 100工場が共同で廃酸処理センターをつくった。しかし，最近になって，小

規模硫酸使用工場でも採用できる方式が開発されたので，各工場に個別に回

収装置を設置させることは可能である。廃硫酸回収の方法ぽ濃縮法（真空蒸

発法）左冷却法に分類され，後者はさらに熱交換器による間接冷却法と冷空

気による直接冷却法に分けられる。この冷空気による直接冷却法が上記の，

小規模工場に採用可能な方式である。これは冷空気によって廃硫酸を 5°Cま

で冷却し硫酸鉄の溶解度を下げて硫酸鉄を析出させる方法である。①の方

式は④の方式を採用できなし、小規模塩酸使用工場でとり得る簡便な方法であ

る。これは酸濃度が薄くなっても（酸が鉄塩にかわっても），なお酸洗の効果
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をもっ塩酸の場合にのみ採用できる方法であって，遊離酸がほとんどなくな

った廃酸（FeCl2液）に Cl2を吹き込んで，市場価値のある FeC13液を得る。

これらの回収方式の経済性は酸以外の回収物質を適当な価格で売却できる

かどうかにかかっている。実は⑥の方式はその点で地域的に一つの壁にぶつ

かっている。＠の方式からの回収物 FeSO，・7H20 はベンガラ（赤色の顔料

で，成分は Fe203）の原料，フェライト（強磁性体材料）の原料，水処理の

凝集剤の用途があったが，近年，フェライトの原料は②の方式から回収した

酸化鉄によって， 凝集剤はチタン廃液からの回収硫酸 鉄（質は悪いが安い）

によって市場を奪われ，残るベンガラの市場も，廃硫酸回収装置を設置する

工場がふえたため，一部地域（大阪，東京）では硫酸鉄の価格は下落する一

方となっている。このよ うな回収物の市場性の問題は④や①の方式も無縁で

はない。 ①の方式による酸化鉄はフェライトの原料などの用途が，①の方式

による塩化第二鉄溶液はフリン ト配線，ネームフレー トの腐食剤や廃水 ・汚

泥処理剤としての用途があるが（鳥羽「鉄鋼酸洗における硫酸法と塩酸法と

の対比」 『化学工業』1966.2. P. 41)，しかし，それらの回収方式が多くの工

場で採用され，その回収物が大量に出回るようになれば，これらの用途の市

場は供給過剰となって，その価格はしだいに下落していくであろう（ただ

し， ①の方式による酸化鉄は最悪の場合でも価格は安いが，製鉄の原料にな

ることはできる）。 このように，廃酸の回収方式は水域をほとんど汚染しな

い点で・中和方式に比べて格段に優れた方法で、はあるが，今後はその副産物の

用途を開発しなければならない課題をかかえている。

さて，生産工程の改善によって得た小量の濃い洗浄排水をさらに酸洗廃液

並みの濃度まで濃縮することが可能ならば，上に述べたような廃酸の回収法

によって酸洗洗浄排水にとけこんだ酸と鉄を有効に回収利用することができ

る。一般に溶液の濃縮法として用いられるのは真空蒸発法である。これは溶

液を蒸発缶に入れ，蒸発缶を蒸気で間接的に加湿するとともに，蒸発缶内を

真空ポンプでヲ｜いて缶内の圧力を下げ，缶内の溶液を比較的低い温度で，そ

してすみやかに蒸発させる方法である。この方式を酸洗洗浄排水の濃縮に用

いた場合の経済性について筆者の推定を述べておきたい。

ただ， この方式を用いても排水中の酸成分を完全に回収できるわけではな

い。というのは溶液中の酸はある程度の分圧（蒸気圧） をもっているので，
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蒸発缶からの蒸発蒸気には水以外に酸が含まれるからである。 この点，硫酸

溶液は液温 60°Cで濃度 10%以下の場合はこの分圧が非常に小さいので，こ

の分圧から計算したこの蒸気の凝縮水の硫酸濃度は数～lOppmしかならな

レが，しかし，塩酸は常温での分圧が硫酸に比べて格段に高く，凝縮水には

数百～数千 ppmの塩酸が含まれる。そして，溶液の沸騰に伴う飛散 ミスト

の一部が蒸発缶上部のミストキャッチャーを通り抜けて，凝縮水にまじるの

で， 凝縮水の酸濃度は分圧からの計算値よりさらに高まる。 それゆえ，この

凝縮水は水域に放流する前に（特に塩酸の場合は）中和処理が必要である。

①のコスト計算の前提をそのまま使って， 5m3／時， so.根 0.3%,FeO. 

12%の排水を50倍に濃縮する場合を考える。2, 3の仮定をおいてコ ストを

計算する と，建設費は 2,000～3,000万円クラス，運転経費は8～10万円／

日程度である。 このコスト で、は回収方式の導入は中和方式に比べて非常に不

経済である。しかし さらに生産工程の改善によ って使用水量を 1m3／時ま

で節減し，その濃度を 5倍に高め， 真空蒸発装置で10倍濃縮だけを行なえば

よい場合を考えよう。そうする と， 建設費は800～1,200万円クラス， 運転

経費は 2万円／日程度になり， 中和方式より若干コストアッ フ。になるだけで

ある。

このよ うに生産工程の改善によ って使用水量を徹底的に切り詰めて， 成分

濃度を高めることができるならば，排水成分の回収が経済的に可能となるは

ずである。この回収方式が採用された事例は今までなく，また，中和方式に

比べて多少コスト高になる としても，この回収方式の方が中和方式よりも水

質汚染対策と して本質的に優れており，生産工程の徹底した改善によ ってこ

の回収方式を導入していくべきである と考えられる。

3-2 洗神水節約の方法

一般に多くの人達は水の節約と聞くと， 一度使った水を十分に処理して再

利用するこ とのみを連想しがちである。もちろん，そのような水の再利用は

酸洗洗浄排水についても部分的に可能である。第 5図の掛水処理によ って

Fe(OH)2, Fe(OH)3をほとんど完全に沈降させてしまえば，排水に残ってい

る成分は Na2鉛 4 等の中性塩類だけである。 中性塩類だけを含む水ならば，

その濃度によっては酸洗後の水洗に使えないことはなし、。ただし， 塩類が多
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いと，鋼材の表面に乾燥後，塩類が付着するので，もう一度清浄な水で水洗

する必要がある場合もある。この処理水からさらに中性塩類を取り除こうと

すれば，純水をつくるときのようにイオン交換樹脂によ って陽イオンと陰イ

オンを別々に吸着させねばならず，それは前記の排水処理施設よりもかなり

高額の投資を必要とする。けれども，このような排水の再利用はもともと，

排水の十分な処理を前提としており ，3-1で‘述べたよ うにその排水処理設備

の導入は生産工程内の改善による水節約によって経済的に容易となる。それ

ゆえ， 水節約を進めていくためには， 排水の再利用よりも前に，生産工程内

部の点検，改善によって洗浄水量をどこまで減らすことができるかを検討し

なければならないのである。

3-2-1 水洗方式を前提とした水節約の方法

A. 浸セキ洗浄

洗浄の目的は鋼材の表面に付いている酸，鉄塩を取り除くことにある。そ

の洗浄は通常，水洗によって行なうが， 3-2-2で述べるよ うに薬品を使う化

学洗浄もある。水洗の方式も一つではなく，浸セキ法とスプレー法の二通り

があるが，まずはじめに最も一般的な洗浄方法である浸セキ法をとりあ げ

て，水節約の方法を考察していくことにしよう。

浸セキ洗浄を一回しか行なわない第 4図の例について考える。 この例では

酸洗槽から引き出された鋼材は，水が常時供給され，常時排出される（連続）

水洗槽に浸セキされて洗浄が行なわれる。この種の洗浄は希釈を期待した洗

浄である。すなわち，鋼材表面の酸成分（遊離酸と鉄塩）を取り除くといっ

ても，酸成分のすべてを除去するのではなし鋼材表面に残留する酸成分の

濃度がある許容濃度以下になるように水洗を行なう。それをより詳しく述べ

る前に，その考察に必要な要素の記号をつぎのように定めておく つ

酸洗液の酸成分（S04根またはCl根）の濃度Co(g/l)

水洗槽に浸セキする時に鋼材表面に付着している酸洗液の量 ：D(l)

水洗槽の大きさ： V(l)

水洗槽への供給水量： Q(l/sec)

鋼材を水洗糟に浸セキしている時間 ：ムT1(sec)

酸洗槽から一つの鋼材を引出してから次の鋼材を引出すまでの時間
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第 6図 （連続）／］（洗惜の濃度変化 (I瞬間完全混合を仮定）
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（水洗槽に送られる鋼材のサイクノレ）：ムT2(sec) 

水洗後，鋼材表面に付着してもよい酸成分の濃度（許容波度） ・ Cp(g/l) 

さらに，以下の考察を容易にするためにつぎの仮定を設けておく 。この仮

定の妥当性は後に検討する。

瞬間完全混合の仮定 「酸洗槽から引き出した鋼材を水洗槽に浸セキした

直後に，水洗槽内は完全に混合し，鋼材表面の濃度も水洗槽内の濃度と同

じになる。」

以上の記号と仮定を前提として洗浄の機構を説明する。水洗槽にははじめ

は酸成分がまったく含まれていないとすると，最初の鋼材を浸セキした直後，

水洗槽の酸成分の濃度Cは， C=CoD/(V+D）今CoD/Vで表わされる。この

水洗槽には水が常時供給されていくから，この濃度は徐々に低下してし、く 。

しかし，鋼材をつぎからつぎへと浸セキしていくと，第 6図に示すよ うに水

洗槽の濃度は周期的には減少傾向を示しながらも， 全体としてはしだいに上

昇してし、く 。そしてある時点で水洗槽は平衡濃度に達して，ある平均濃度を

中心にサイク ノレを描きつづける。その時の平均濃度Cは持ちこまれる酸成分

の量と排出される酸成分の量が等しくなる ことから求められる。すなわち，

CoD=C(QムT2+D）から C=CoD/(QムT2+D）とCoD/QムT2となる。こ

の式からおおよその必要水量を求めることができる。EくCpでなければなら

ないから，O>CoD/CpムT2が得られる。したがって， 一水洗槽への浸セキ
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によ って洗浄を完了する場合のおおよその最小必要水量は CoD/CpムT2で

表わされる……（1）式っこの式を基本にして，ロセキ法における水節約の基本

的前提と方法を次に詳述していくことにしよう。

①水節約の基本的前提 1一一一水洗槽に持ちこまれる酸成分の減少

(11式から明らかなよ うに， 水洗搾jに持ちこまれる酸成分の量 CoD¥g）が

最小必要洗浄水量をきめる 1ファクターである。この持ちこみ酸成分が水域

へ担｜出する際の汚濁負荷量となるわけて、あるが，この場合は負荷量が洗浄水

量を決定する因子となっており，持ち込み酸成分の減少は負荷量とともに排

水量をも減らすという点で、二重のな味を持つ。

まず第4図のノミッチ式酸洗のように，鋼材が酸洗憎から直接，（連続）水洗

槽に運ばれる場合は，鋼材が酸洗憎から引出された後，水洗槽に浸セキされ

るまでの空中放置時聞を長くとれば，持ちこまれる酸洗液の量Dを減少させ

ることが可能である。平板の試片を垂直につるした実験によると（近藤守信

「廃液の少ない洗浄法について」 『鍍金の世界』 1971. 8. pp. 78～79），空中

放置時間 2,5, 10, 20秒に対して，試片表面の液量はそれぞれ 0,12,0.054, 

0. 042, 0. 024 l/m2となっており，空中に長く放置することは持ちこみ液量

をかなり減少させる。第 4図に示した連続式酸洗の場合は，鋼材は酸洗槽と

水洗槽の聞で上下のロ ールにはさまれるので，持ちこみ液量は自動的に少な

くなっているが， しかし，バッチ式酸洗の場合はこの空中放置時聞を長くと

ることは重要である。けれども，実際の工場では液切りを行なわず，しずく

をたらしつつある鋼材がそのまま水洗槽に運ばれていることが多い。

持ちこみ酸成分の減少はし、わゆる回収槽を設けることによ ってさらに積極

的となる。すなわち．水を常時供給しない静置水洗槽を酸洗槽と連続水洗槽

の聞に置き，連続水洗槽に浸セキする前に静置水洗槽に浸七キして鋼材表面

の酸成分を静置水洗槽に落とす。それによって連続水洗槽へ持ちこまれる酸

成分を減らすと ともに，静置水洗槽の液を酸洗槽の仕込みに使用すれば，静

置水洗槽に落ちた酸成分の回収が可能となる。そこでこの静置水洗槽は回収

槽とよばれている。このような回収槽の設置は電気メッキでは常識となって

おり，多く の工場が採用している。しかし，酸洗の方ではこの回収槽を設置

している例は日本ではほとんどない。ただ， ドイ ツではその例がある（Stahl

uncl Eisen 1964. Nr. 27 p. 1855）。 酸洗においてこの方式が普及しないのは前
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にも述べたように，酸の価格がメ ッキ液に比べて非常に安く，回収するだけ

の意欲が生まれてこないことによるものと思われる。

さて，静置水洗槽は排出がないから，連続水洗槽のように平衡濃度に達す

ることなく，浸セキをくりかえしていくと，濃度が徐々に上がってし、く。そ

して，濃度が高まると，静置水洗槽での洗浄効率は落ちる。 したがつてある

時点で

高まつた静置水洗櫓－水を酸洗液等の表面処理液の仕込みや補給水にどの程度

使えるか，つまり液の回収率は表面処理液の方の条件によって異なる。すな

わち，表面処理液槽を再三更新する場合は，その静置水洗槽水の大部分を液

の仕込みに使えるしまた，更新がなくとも，表面処理液槽の温度が高く，

蒸発による損失が多い場合は静置水洗槽水の一部を補給水として用いること

ができるが，そのような条件が満たされなければ，静置水洗槽水の多くは廃

棄される。酸洗においては（特に硫酸の場合），酸洗液の更新が割合頻繁に行

なわれるので，静置水洗機水のほとんどを有効利用することが可能である。

1日150t生産の伸線工場を例にとると，この静置水洗槽を設けることによ

って，酸洗槽から持出された酸成分のうち，80～90%の回収を行ない得る。

ただし，回収槽の設置は④で述べる向流多段洗浄と同じく ，作業と場所の面

から制限を受ける。なお，静置水洗槽水を酸洗液の仕込みに用いると，酸洗

液中の鉄塩濃度が最初から少し高くなって，酸洗液を更新するまでの時間が

多少短くなることはさけられない。

積極的な回収方法としてはこの他に， Bで述べるスプレーを表面処理液槽

の上で行なう方法などがある。

②水節約の基本的前提2一一ー余剰水量の コント ローノレ

前述の最小必要洗浄水量（1）式は洗浄排水の濃度を，水洗後の鋼材に付着し

でもよい濃度（許容濃度） Cpに維持することを前提にしている。けれども，

この許容濃度 Cpを正確に定めることはむつかしい。理屈の上では， たとえ

ば，水洗後さらに鋼材を潤滑材としての石灰の槽に漬ける伸線工場の場合に

は，材料の表面に微量に残っている酸成分が石灰と反応して，その反応、物が

伸線を妨げることがないように， 許容濃度 Cpをきめればよいのであるが，

そのような許容濃度は多くの実験を積重ねなければ，得られるものではな

い。ただ現実には，冷間加工前の酸洗の場合は，酸成分の許容濃度 Cpが40
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～200ppmの範囲にあると思われる。

おおよその許容濃度Cpを仮定できたとすれば， 水洗後の鋼材表面の濃度

を Cp近くに維持するにはどのような方法があるのだろうか。実験を幾度か

くり返してパルプで調整することは可能である。しかし，第 6図に示したよ

うに水洗槽の濃度はサイクルを描き， 変動している。一つの鋼材を水洗槽か

ら取出してから，つぎの鋼材が水洗槽に入るまでの時聞が長いと，水洗槽の

濃度が非常に低下し， むだな水が使用される。そこで，水洗槽からの排水の

濃度が一定濃度以下になると，水洗槽への給水をスト ップするような自動装

置を設置すれば， むだな水利用をしぼる ことができる。電気メ ッキの方では

排水の濃度を電気伝導度としてはか り，伝導度の大きさに合わせて給水のノく

ルブを開閉する自動調節装置が考案されている。アメ リカの電気メ ッキ業で

はこの装置がかなり普及しているが，日本では今のところ，まだほとんど採

用されていない。この自動装置は価格がそれほど高いものではないので，酸

洗の水洗槽にもこの装置を設置することは可能である。

③水節約の基本的前提3一一水洗槽内の混合の促進

(1）式は前述の如く， 「鋼材を水洗槽に浸セキした直後に．水洗槽内は材料

の表面部分もすべて同一濃度になるJとし、う瞬間完全混合の仮定の上に成立

していたものであった。この仮定はもちろん正しいものではないが，瞬間で

なくても，非常に短時間のうちに完全混合の状態が得られるならば，第 6図

の濃度曲線の波がもう少しゆるやかになるだけで， （1）式をそのまま使用する

ことができる。けれども， 実際には鋼材表面の液は水洗槽内の水と徐々に混

合していくので，完全混合の状態になるまでにかなりの時間を必要とする。

たとえば，水洗槽内の流動がほとんどなく，浸セキする材料が垂直平板であ

る場合の実験データによれば（WPCFAug. 1961 pp. 817～828），浸セキ後，

3分経っても，材料表面の濃度は完全混合を予想した希釈率の平方根程度に

しか薄まっていない。それゆえ，垂直平板でなければ混合がもう少し早く進

むとしても，何らかの方法で水洗槽内の混合を促進するようにしなければな

らない。不完全な混合であればあるほど，洗浄水量は過剰に使用される。混

合を促進するためには，第ーに給水パイフを水槽下部まで入れて排水口への

短絡を防ぐとともに，水槽内部に水の流動を起こすようにすること，第三に

水槽下部から空気を吹き込み，空気の上昇によって水を流動させることが必
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要である。

このような方法によって混合時聞をかなり短縮することができるであ ろ

う。これらの方法を用いた場合の，時間と混合度の関係を示す実験データが

ないので，その効果を判定できないのが残念である。しかしそれらの方法

で混合を促進しでも，完全に混合するまでにはある程度の時間を必要とする

ことは事実であろう。それゆえ，洗浄必要水量を求めるのには）式をそのま

ま使うことは現実と乗離する危険がある。むしろ，水洗槽への実際の浸セキ

時間である 10～20秒の聞には完全混合まで進まず＼ 完全混合を予想した希

釈率の平方根程度まで希釈されると考えた方が現実に適合する結果が得られ

ると思われる。このような混合程度を半完全混合と名づけ， 33ではその半

完全混合の仮定にもとづいて洗浄必要水量の計算を行なう ことにする。

④きわめて有効な水節約方法一一向流多段洗浄

以上， 三点について水節約を進めていくための基本的前提を述べた。それ

らの前提を踏まえて，水節約をさらに強力に進める方法をここで述べよう。

前述の（1）式は連続水洗槽が一つだけの場合であった。ここで， n個の連続

水洗槽を設け，各槽に Q(l/sec）の新水を供給している場合を考える。 それ

ぞれの槽での希釈効果はー水洗槽だけの場合と同様に，D/(Q6T2+D)（完

全混合を仮定）で表わされるから，酸洗憎から引出 した鋼材を各水洗槽に漬

けていくと， n槽を出たときには，鋼材の表面濃度は ｛D/(QムT2+D)}nに

なっている。したがって，洗浄必要水量はCo{D/(QムT2+D）いを許容濃度

Cp以下に保つよ うに定めればよい。 それゆえ， n槽への合計給水必要量は

近似的に nD~Co/Cp と表わすこと ができる…… （2 ） 式。 たと えば， Co/Cp=

10,000のとき， n=l, 2, 3, 4の場合の洗浄必要水量はそれぞれ 10,OOOD, 

200D, 65D, 40D となり，水洗槽の数をふやすことによ ってきわめて大き

な水節約を行なうことができる。ここではこの水洗方式を単純多段洗浄と名

付けておく 。

単純多段洗浄は各水洗槽に新水を供給していた。つぎに，第 7図に示すよ

うに，鋼材の洗浄の順序とは逆に，第 n槽の排水を第 n-1槽へ，第 n-1槽

の排水を第 n2槽に供給し，新水 Q(l/sec）は最終槽（第 n槽）にしか給水

しない場合を考える。つまり，鋼材はしだいに清浄な水で洗われていく。第

n槽以外の槽では供給水がすでにある濃度をもっているから，各槽での希釈
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第 7図 向流多段洗浄（ 3段の場合）
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率は D/(QムT2+D）より増加するが， 実際には向流であることによってそ

の増加の幅は非常にわずかなものに止まる。したがって，この場合も，鋼材が

最終水洗僧を出た時点での鋼材表面濃度は Co{D/(QムT2+D）｝＂と表わ され

ると考えてよい。それゆえ，向流多段洗浄の最小必要洗浄水量は D~Co充子

．・・（3）式で近似され， 上記の単純多段洗浄の 1/nの水量で済むことになる。

つまり， Co/Cp=10, 000の場合を例にとると， n =l, 2, 3, 4の時の洗浄必

要水量は 10,0000, 1000, 22D, 100となり，単純多段洗浄よりさらに水

節約を進める ことができる。ただし （3）式は完全混合を仮定しているので，

半完全混合を仮定すると，最小必要洗浄水量は上記の数値より多少大きくな

る。この向流多段洗浄は酸洗においても一部の工場，たとえば伸線工場で取

り入れられているが，しかし段数は通常， 2段止まりである。

(3）式をみる限り，水洗槽をふやしていけば，洗浄水量はいくらでも減少さ

せることができる。nを非常に多くすれば，洗浄水量は酸洗憎からもちださ

れる液の量DIこ近い水量で済ますことができるわけであるが，実際には作業

上の問題，場所の問題から段数のi将大がおさえられる。パッチ式酸洗（第 4

同） の場合， 水洗回数を増すことは，作業量がふえるので，その点では好ま

しいことではないし さらに東京都内の既存の伸線工場などでは敷地が手ぜ

まであるので，水洗槽を何槽もふやすわけにはいかない。連続式自主洗の場合

は水洗槽の増加によって作業量がふえることはないが，これも既存工場では

場所の面から段数が制限される。

けれとも，実際にパ ッチ式酸洗において 3～4段まで水洗槽ーをふやしてい

る例があることから， 3～ 4回の水洗は現実にとり得る作業であろう。した

がって，すべての工場に 3～4段の向流多段洗浄を採用させる場合に障害と
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第8図 スプレー水洗の効果
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なるのは既存工場における場所の問題に限られる ことになる。もちろん，普

通の工場では場所の余裕がないといっても， 1～ 2槽を生み出すだけの余地

はあるものであるが，どう しても 3～4段まで水洗槽をふやせない 場合 に

は， 3～4段の向流多段洗浄と同程度の洗浄効率をもっ特殊な水洗方法を考

案しなければならない。それは次に述べるスプレーを組合せた方法で‘ある。

B. スプ レー洗浄

スプレーは連続式酸洗においてよく使用される。しかし，スプレーの洗浄

効果についてはよ く知られていない。浸セキ法に比べて，その理論的解明が

むつかしし、からである。スプレーの洗浄機構は希釈洗浄に置換洗浄がプラス

されたものと考えてよかろう。その希釈洗浄も浸セキ法の場合とは大分異な

る。鋼材が空中にあるので，水洗の過程を通して鋼材表面にはほぼ一定量の

液D(1）が付着しているが，そのわずかなD量の液がスプレー洗浄水と混

合してたえず薄められてL、く。このよ うに効率のよい希釈洗浄に， 置換洗浄

すなわち水が鋼材表面の液を圧力で押し退けることによる洗浄効果も加わる

のであるから，理論的にはスプレー洗浄は浸七キ洗浄より も優れた洗浄効果

をもっている。

けれども，実際にはスプレー水のすべてが有効に働かず，その洗浄効率は

かなり低下する。第 8図に示す例は合計洗浄面積 0.12m2の凹凸板に対する

スプレーの実験結果（近藤守信 「HogSprayによる水洗」『（株）中央製作所

資料』1971）であるが，この例ではスプレー洗浄は完全混合を仮定した浸セ
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キ洗浄と半完全混合を仮定した浸セキ洗浄の中聞くらいの洗浄効率に止ま っ

ている。しかし逆に， むだな水を少なくするように， スプレーの位置，圧

力， l奇聞を工夫すれば， スプレーは泣セキ洗浄なみの洗浄効率を得ることが

できるといってよかろ う。ただし水をたえず供給している水槽の上部に鋼

材を置き，その水槽の水を用いてスプレー洗浄し，そのスプレー洗浄後の水

を水槽にもどす方式をとる場合には，スプレー水量イ コール使用水量ではな

いので，スプレーを用いていても，洗浄効率は浸セキ洗浄の場合と等しくな

る。

スプレー洗浄についても， Aて‘述べた水節約のための基本的前提の うち，

1の持ちこみ酸量の減少はそのまま該当する。余剰水量のコントロールも別

の形であてはまる。つま り，バッチ式酸洗の場合には，洗浄しているときの

み，スプレーから水が噴出するように，足踏式，押しボタン式のスイ ッチ

か，あるいは光電管による 向動スイッチを設けて，聞けつスプレーにするこ

とが必要である。電気メ ッキの方で現在，重視されている浸セキ法からスプ

レー法への切替えはこの間けつスプレー，すなわちスイッチによ って必要な

時だけ水を使用することによる水節約効果を期待している。静岡県下の電気

メッキ業はこの間けつスプレーを活用して，従来の使用水量の1/20～1/50に

水を節約し，独特の経済的な排水処理方式をと っている （永井他 「公害防止

対策からみた表面処理加工工程の改善」 『金属表面技術』 1971.12 pp. 31～ 

38）。

スプレー法には大きな欠点がある。それは洗浄対象物の形状によ ってスプ

レーの達しない部分ができ， 浸セキ洗浄と併用しなければならないことであ

る。線材を コイル状にまいたまま，パッチ式に酸洗する伸線工場ではスプレ

ーだけで洗浄を完了させるわけにはし、かない。浸セキ洗浄を必ず伴わねばな

らない。浸セキ洗浄のところで‘述べた向流多段洗浄はスプレーにも応用する

こにができる。たとえば， スプレーを 2段にし，第 2段のスプレーに使用し

た水を第 1段のスプレーの供給水に用いれば，それによってスプレー1段の

みの洗浄必要水量QムTに対してその平方根 JQLS:fに近い水量で済ますこ

とができる。 同様に n段まで段数をふやせば， ~奇2S.T くらいの水で 1 段だ

けの場合のQムTの水に相当する洗浄効果を期待し得る。現実にスプレーを

用いている工場はかなりある。特に最新型の連続酸洗機の場合にはスプレー
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第 9図 スプレーと浸セキを組合わせた水洗法
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を用いることが多い。しかし，スプレーの向流多段洗浄を行なっている工場

はほとんどないのではなかろうか。

このスプレーを用いれば， Aで、述べた，既存工場に浸セキ法の向流多段洗

浄を導入する際の場所の問題をかなり軽減することができる。たとえば，第

9図に示すような洗浄方式を考えてみれば， 2水洗槽分の場所で3～4段の

洗浄効率が得られる。鋼材は最初に①で浸セキ洗浄，②でスプレー洗浄，③

で浸セキ洗浄，④でスプレー洗浄され，水は逆に④→③→②→①の順序に送

られる。スプレーが浸セキ洗浄とまったく同じ洗浄効率をもつならば，これ

は浸セキ法の向流4段洗浄に相当する。コイル状に巻いである鋼材の場合は

スプレーの洗浄効率が多少低下することはさけられないが，それでも第 9図

の例は少なくとも，浸セキ法の向流3段洗浄以上の洗浄効率をもつものと思

われる。

3 2-2 特殊な方法による水の節約

A. 化学洗浄

上記の浸セキ洗浄もスプレー洗浄も，酸洗液等の表面処理液を水で洗い落

とすことを前提としていた。水ではなく，何らかの薬品を使って表面処理液

と化学反応させ，その処理液をすみやかに取去る方法も考えられる。水質汚

染の原因となるのは洗浄水に混入したその表面処理液で、あり，洗浄の過程で

処理液を化学反応させてしまうということは洗浄そのものが排水処理の役目

を担っていることを意味する。それゆえこの化学洗浄は電気メッキにおける
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第10図 化学洗浄
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新しい排水処理方法として発展してきた。この方法は第一10図に示すよ うに，

すことえば表面処理液がシアン系の場合はその洗浄薬品と して次亜塩素酸ソー

ダを用いて，その化学洗浄を行なった後水洗する。この種の方法はアメリ カ

では Laney法とよばれ， 多く の工場で採用されている。 日本でもそれを簡

便化したものが東京都内で足立方式の名のもとに昭和40年ごろからいくつか

の工場で採用されている凶］。）第 10図に示すように， 足立方式はレmcy法

に比べて，化学洗浄槽内の薬品を循環させる貯槽を持っていない）。

しかしこの方法を用いる場合には，通常の排水処理設備が不要となる代

わりに，い くつかの前提条件が必要である。第ーに表面処理液と洗浄薬品の

化学反応がすみやかに完了すべきこと，第二にその化学反応によ って溶解性

の物質を生成するか，あるいは非溶解性のものであっても， ベとつかず，洗

浄対象の品物の表面からすみやかに沈降すること，第三に化学洗浄後，品物

中こ多少付着する洗浄薬品がつぎの工程に悪影響を与えないことである。そし

て，その他に，品物を表面処理液槽から化学洗浄槽に運ぶ聞に，床に処理液
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がこほれないように設備の工夫をすること，もしこぼれるならば，床排水を

別途処理する必要があることなどが条件に加えられる。

酸洗に関しでも第10図に示すような NaOHを用いた化学洗浄方式が考え

られる。その場合に第一の条件は，中和の反応時聞がきわめて短いので、満た

される。そして，化学洗浄液に濃度の薄い NaOH液を使用すれば，第三の

条件も満たされると考えてよかろ う。問題は第二の条件である。中和によっ

て粘着性のコロイド物質である Fe(OH)2が生成され，その一部が鋼材表面

に付着することが恐れられるからである。しかし化学洗浄槽の pHを10以

上に保ち，さらに蒸気を吹き込んで繕の温度を 70。C以上にすると，Fe

(OH)2は形成されず，代わりに Fe30，つまり FeO,Fe203が生成される

（前掲久保）。 この物質は Fe(OH)2(=FeO・H20）のように水和物ではないの

で，さらさらしており，鋼材表面に付着することなく，すみやかに沈降す

る。酸洗においてこの方法による化学洗浄を行なっている工場は筆者の聞く

ところでは日本では 1工場だけである。

それではこp化学洗浄によ って洗浄水量をどの程度節約することができる

のだろうか。この方式によると，水洗槽に持ちこまれる成分は薄L、NaOH 

と化学洗浄槽にたま ってし、く中性塩（Na2SO，等）だけである。それゆえ，

その洗浄排水は pH調整すれば，中性塩だけを含む水となるので，それを水

洗槽への供給水として再使用することができる。しかし循環をくり返して

いくと，中性塩の濃度が上昇していくので，循環水の一部を排出しなければ

ならない。その排出水が化学洗浄の場合の消費水量となるわけであるが，恐

らくその水量は一段だけの浸セキ水洗の場合の数十分のーくらいに止まるで

あろ うの

〔注〕

実はかつてはかなり普及したこの足立方式が，現在，通常の排水処理方式に切り

替えられつつある。その理由はいくつかあるが，最も大きな理由は表面処理液がシ

アン系の場合は正確には第ーの条件に抵触するからであろう。シア γの分解反応の

うち，一次反応（CN-+OCl一→CNO一＋Cl一）はすみやかに進行するが，二次反応

(2CNQ-+30Cl +H,O→2C02+N,+3Cl +20H－）が完了するまでには多少の時

間を要する。このため，足立方式の場合には，化学洗浄槽中の酸化シアン（CNO)

は生成量と分解量がパランスする濃度に達するまで蓄積されていき，つぎの水洗槽

へ酸化シアンが多少もちこまれる。足立方式が都内の工場で普及していった当時は
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シアンの規制が毒物および刷物取締法による厚生省令にもとづいて，遊離シアン

(CN）のみを対象としていたので，この問題はなかった （一部水岐を除く ）。しかし

2～3年前から，どの水域でも排水基準によって般化シアンも規制lの対象となり，

足立方式ではその基準に従えない危険が生じてきた。それが現在，足立方式が少な

くなりはじめている最も大きな理由である。しかし本家の Laney法は第10図の如

く，化学洗浄液が貯槽との問を循潔しており，貯1鳴を大き くとれば，その希釈効果

によって，酸化シアンの生成量と分解量がバランスする濃度を低く押えることがで

きるので，つぎの水洗槽にもちこまれる酸化γアソを徴小なものに止めることが可

能である。

なお，まだアイディアの段階ではあるが，化学洗浄と同様に，最初に水洗

を行なわない方法として，置換液による洗浄が考えられている。これは酸や

水より比重の軽い薬液を用いる方法である（久保他 「鉄鋼の新酸洗法と完全

回収法の研究（ 2）」『金属材料』Vol.11. No. 3 p. 10）。 酸洗糟を出た鋼材は

まずこの薬液権に入れられる。そこで酸はその薬液より比重が大きいので，

その槽の底部にたまり，鋼材の表面は薬液のみが取囲む。つぎに鋼材は（j 

置）水洗槽に入れられるが，今度は逆に薬液が水槽の表面に浮く。水洗槽か

らの鋼材の取出しを工夫すれば，鋼材表面の薬液をきれいに取り除くことが

できる。薬液憎の底部にたまった酸は酸洗槽へ， 水洗槽の表！習にたまった薬

液は薬液槽にもどされるので，水の消費もなく，また酸の損失もない。この

方式を具体化する場合には解決しなければならない問題がいくつか生じてく

ると思われるが，しかし，洗浄方法としてきわめて画期的であり，今後の発

展を期待したい。

B. メカニカノレ・デスケーリング

以上の水節約技術はあくまで酸洗を行なうことを前提としていた。とこ ろ

が，一部の工場ではむしろ鋼材表面のスケールをとる方法として酸洗そのも

のを他の方法にかえ，それによって洗浄水を不必要にするだけでなく，水質

汚染問題を全面的に解決しようとしている。酸洗に代わる方法とは鋼材表面

のスケールを酸洗のように化学的な力ではなく，機械的な力によって除去す

る方法である。その代表的なものがショットプラストという方法であり，こ

れは小さな鋼粒（ショット）を投射機から鋼材表面に投げつけ，鋼材表面の

スケ ールを物理的にはぎとる。その他に，バフ（研磨均）を用いる方法もあ
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る。

ショットプラストは都内の一部の冷間圧延工場などで導入されはじめてい

る。そして，アメリカの雑誌では 「ショットが酸を駆逐する」というような

表題で薄板，線材等のスケール除去にメカニカル ・デスケーリングを導入し

た成功例がたびたひ、報告されている。このような動きをみれば，将来は酸洗

が全面的にメカ ニカル ・デスケーリングに置きかえられるようであるが，そ

れについては異論がある。それはメカニカル ・デスケーリングに一つの限界

が存在するからである。

鋼材表面のスケールはほぼ一定の厚さでついているが，きずのあるところ

のスケールは他のと ころより深く めり こんでいる。酸洗によるスケール除去

の場合は，鋼材そのものをとかさないようにする薬品（インヒビタ ー）が酸

洗液に入っていて，スケールの厚さにかかわらず，ほほスケールだけをと

り， 鋼材はほとんど損失しないよ うにしている。しかし， ショットプラスト

の場合は鋼材表面から一定の厚さの部分をはぎとるように， ショットの種類，

大きさ，投射スピード，角度を調節してあるだけなので，きずのある個所の

スケールは埋めこまれてしまい，それが後で、製品のピンホールになる危険が

ある。その深くめりこんだスケールをも取ろう とすれば，鋼材全面にわたっ

て鋼材そのものをある厚さではぎとってしまい， 鋼材の歩止が悪化する。そ

れゆえ，スケールを完全にとる ことは断念せざるをえない。そこで，一貫工

場で，冷間圧延前のスケール除去にショットブラストを採用している例で

は，ショットプラストと酸洗を併用している。ショッ トプラストの導入によ

って酸洗の負担を軽減できるので，第4図に示した連続酸洗槽の長さを短縮

することができる。しかし，酸を使う以上，洗浄水は同程度に必要である。

上記のアメリカの成功例ではこのショット プラストの欠陥をどのように克

服しているのか， あるいはどの程度問題にしているかは残念ながら知ること

はできなし、。また，都内の冷間圧延工場で酸洗から全面的にショットプラス

トに切り替える ことが可能であったのはそれらの工場の製品の特殊性ゆえに

わずかのピンホールを無視し得るからであろう とも考えられる。それゆえ，

ショットプラス トがどの程度，酸洗に代わり得るかの判断は今後の推移にゆ

だねなければならない。なお，ショットプラストは酸洗装置（酸の回収設

備，排水処理設備も含む）に比べて建設費，運転経費 （人件費を除く）とも
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1.5～ 2倍の費用がかかるようであるが，必要人員は半分くらいで済むので

ショットブラストの導入は労働力不足に対応する合理化をも兼ねている。

3-3 酸洗洗浄水の節約可能量

前項で洗浄水の節約方法を詳述した。ここではこれらの方法を用いて，関

東地域鉄鋼業の酸洗洗浄水量7万m3／日をどこまで節減できるかの推定を行

なってみよう。

実際には，酸洗と一口にいっても，その方式は鋼材の種類等によってかな

りの違いがあるしまた，水節約の方法も 1つではないので，一般的な議論

で水節約量を求めるにはいくつかの仮定と数値を設定しておかねばならな

い。ここでは次の数値，仮定を前提として最小必要水量を算出していくこと

にする。

A. 計算の前提

①酸洗洗浄水を必要とする鋼材

第 1表（本誌82号）より，関東地域の冷間加工鋼材の生産量は 520万t/
年，メッキ鋼材は 142万 t／年である。冷間加工用の鋼材はすべて，冷間加

工前に酸洗を行なうが，時には同じ鋼材が二回以上の酸洗を必要とすること

もある。すなわち，冷間加工の途中で，硬化した組織を軟化するために焼鈍

しをする場合には焼鈍後に再び酸洗を行なわねばならない。

ここでは筆者の工場調査の経験から冷間圧延鋼材のうち， 2割が酸洗を二

回必要とすると考え，酸洗を必要とする冷問加工用鋼材を620万 t／年とし

ておく。

また，メ ッキに関しては新しい一貫工場は亜鉛メッキ前の酸洗を行なわな

くなったので，その分を差引くと，酸洗を必要とするメ ッキ用鋼材は 100万

t／年くらいになる。

②水節約の方法

3-2で、述べた水節約方法のう ち，ここでは化学洗浄やメカ ニカノレ ・デスケ

ーリングは考えず，すべての工場が向流多段洗浄による水節約を行なうもの

とする。

段数はどの工場でも 3～4段までふやせると考える。段数増大についての
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場所の問題は第 9図に示すよ うな方式で解決していくものとする。

また，連続式酸洗でスプレーのみの水洗を行なっている場合も，スプレー

による向流多段洗浄を採用する。そして，第 8図より，スプレーの洗浄効率

は浸セキ法と同じであると仮定する。

水節約の基本的前提 1,2' 3のうち， 2の余剰水量のコントロ ール， 3の混

合の促進はすべての工場で採用するものとする。ただし 3については，槽内

の混合を促進しでも半完全混合の状態しか得られないと考える。

基本的前提 1の 「水洗槽へもちこむ酸成分の減少」に関しては，空中放置

時間を少し長く とることによ って鋼材表面の酸洗液量をつぎの③に示す値ま

で減らし得るものとする。また，回収機（静置水洗槽）は場所の余裕がない

場合は向流多段洗浄の段数の増大と二者択一になるので，ここでは回収槽の

設置はないものとしておく。

③基礎的な数値をつぎのように設定する。

。椴洗液の酸成分（SO，・－，Cl")の濃度： 一律に20%

（実際の酸洗液の酸濃度は 5～25%の範囲にあり， 20%は平均値として

やや大きめであろう 。）

。水洗後の酸成分許容濃度

j冷間加工用鋼材： 40ppm

lメッキ用鋼材： 200ppm

（許容濃度の正確な値は不明であるが，低めに見積って冷間加工用鋼材

については 40ppmとしておく 。メッキ用鋼材の場合はこれよりずっと

大きく，現実には 1,OOOppm以 tのこともあるが，ここでは 200ppmと

する）

。鋼材の表面積

（冷間加工用鋼材： 100m2/t 

メッキ用鋼材： 500m2/t 

（冷間加工用鋼材としての線材は5.5mm径のものが，薄板は 3mml享の

ものが平均であるので，その表面積を 100m2/tで代表させることがで

きる。メ ッキ用鋼材についても鉄線は lmm径，務板は 0.6mm厚が平

均であるので，表面積を 500m2/tとする）

。酸洗槽から水洗槽にもちこまれる酸洗液の量： 0.10 l/m2 
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(3 2 1のAの①に示した実験結果によれば，空中放置時間 20秒 後に

は， 0.024 l/m2になっているが，これは表面液が落ちやすい平板試片の

場合の値であり，一般にはもう少し大きな数値になるであろ う。したが

って，ここでは 0.1l/m2としておく 。）

B. 洗浄必要水量

以上の数値，仮定にもとづいて，（3）式等から洗浄必要水量を計算すると，

つぎの数値が得られる。

冷間圧延鋼材

メッキ鋼材

3段の場合

3, 100m3／日

1, 400m3/Iヨ

4段の場合

1, 500m3／日

800m3/Iヨ

合計 4, 500m3／日 2, 300m3／日

これらの数値どおりに洗浄水量をコント ロールすることはむつかしL、かも

しれないので，余裕を見て， 1.5倍の水量を見込めば， 3段の場合 7,000m3/ 

日，4段の場合 3,500m3／日になる。それぞれ，現在の酸洗洗浄水使用量7

万m3／日の1/10,1/20であり，酸洗洗浄水も著しい水節約が可能である。こ

れらの数値はいくつかの仮定を設けた上で、の値で、あるけれども，大体，この

程度の水節約を行なえることは間違いない事実であるっそして，これらの必

要水量はもちろん，限界最小必要水量ではない。回収槽を設け，段数をふや

せば，さらに水節約を進めることができる。

第2，第 3節で，鉄鋼業における冷却水と酸洗洗浄水の節約の可能性を検

討した。その検討の結果，両者とも大幅な節減が可能であり，序章で述べ

た，既存資料からの仮説は鉄鋼業において十分に現実的妥当性をもつことが

明らかとなった。鉄鋼業では冷却水，酸洗洗浄水以外にも種々の用途で水が

使われており，それらについても同様な考察を行なう必要があるが，それは

後日の課題として，本研究ではつぎにもう一つの業種，紙パノレプ製造業をと

り上げ， 水節約の技術的可能性を検討することにしよ う。

（東京都公害局）
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