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廃材の利用法-一活性炭甲製造にづいて
.0血theUtilizatiorlOfwoodWaste- ActivatedCharcoal

田 本 穆

耳iyoshiTANAKA

(木材化学第 1研究室)

1
緒 論 .

1)
我国に於ける木材需要状況は Tablelに示す如 くで率り,終戦前後の異常な伐■

採は行ほれた くなったとは云-; 山村の疲弊は漸 く顕著なるものがあ り一方 パ ル

プ,紙,人紙工業の復宿は木材の需要を激増し,最近木材の不足,生産原価の高騰

を招来していやo'と?ため各方面に於て廃材の利用が碗究されろ匡至った･.tさきに
.2)

燃癖としての利用法について概説したがこiには活性炭製造につい七概説する.

〔Ⅰ〕 歴 1,見

栄素は単体或は無機化合物として天然に存在し, 叉有機化合物構成元素の1つと

して広 く生物界に存在し,生宿に利用されている面は頗る広汎に亘っているO単体
1イ

としても,木茨,石墨,ダイヤモンド,カ-ボンブラック, ランプブラック等,顔

料,脱色脱臭茨,金属吸収衆,触媒;燃料,冶金,電池,電極刷子尊利相の途は頗
3)

る大である｡ '/
Tabl占 1. 'ForestProductsProduction

194011950

lJOgS Total
Gef】eralUse

(Thousandsor
BoardFeet)

Mif】eTimber.I

R.R.Ties.

TelephonePoles.

PulpWood.
Veneer.

1
piling

616,527

510,846

51,343

･11,779

4,773

30,207

3,994

3,585

365,156

295,704

28,445

3,716

2,201

31,018

3,1.34
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木栄は首来専 ら軌料,製鉄用に供されていたが,多少の吸着性 のあることは15世
4)

紀に於て既に認められていた.1785年露人 LowITZ氏が木衆に水の清澄作用のあ

るのを発見し,攻 いで,1794年 LIPPMANN 氏が砂糖の精製''C利用した.その後獣

茨が発見せ Fj紅,脱色用には専 らこれが用いられていたが,第 1次欧洲大戦に於て

毒ガチ吸収衆の大量必要から,木材よりの痴 枚茨の研究が再び盛んとな り,現今で

は活性栄 と称すれば植物性活性衆の謂と孝っている･

〔丑〕盤 造 法 ･5)

a) 原 料

活性衆製造原料としては,木材,廃材,本家,パルプ廃液中の 1)ダニン,竹,所

謂農産廃物 (穀物繋,棉突憩,豆梓,尭積数)海藻,澱粉,砂糖,動物性廃物 (猷
●

骨,獣血)石衆,褐栄,泥茨,石油,原油及びその生産物,無機翼素化合物等,栄

索含有物はこれを用いることが出来るが他は放 く置き,廃材のみについて考察する･

現在活性衆の国円需要は約 3千噸で, その生産量は約 2千噸であって年額約 1千

噸の不足である･r 方廃材は,造材,製材の際,60%に及んでいる･従ってこの廃I

材が完全に利用されるならば括性茨の国円需要を潤すことが出来るのみ'ならず,節

しvl利用分野の開布も難事ではあるまIV,.

b) 菓 造 法

(i) 単猫茨化法 普通木衆自体も.吸着性を有しているから単に廃材を衆化するだ

けでも吸着性はあるが然し頗る弱小.

(ロ) 薬品添加後焼成法 工薬的方法であって,-木材,海藻等を金属塩類溶液に浸

漬し後家化する方法である.木材は液体の浸透性が頗る悪い, この方法を用 うるに

2
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は廃材を小片或は鋸屑の状態とし卑けれぼならぬ･･

添加薬品としては (1)塩化亜鉛,塩化マグネシウム,塩化ア)L･ミニウム等の吸湿＼

性強き脱水剤に属すべきもの (2) 生石灰,滑石灰,燐酸石灰,寛鉛石灰等,アル

カ1)土金属類の酸化物及びその塩類 (3) 燐酸,珊酸等の弱酸等であってこれが選

韓の煉件としては, (1) 回収率易であること,即ち温水稀薄酸匹醇解しやすきこ
/

と.(2)炉壁を蝕 さざること. (3) 価格低廉なること等が挙げられるが種々な点か

ら,実際工葉上使用されているのは塩化亜鉛浜であっ て,武田襲薬, 山中製薬等で

はこの方法を採用している.技術的管理は比較的容易であるがレトル●トの寿命が短

く,塩酸を多量必要とし塩化亜鉛回収装置を必要とするのを欠点とする｡

レl) ガス使用浜 木琴を原料とし七宗気,水蒸気 衆酸ガス等変通tて不活性翼
●

素を活性化する方法である.第 1次栄は比較的低温で所謂 β衆の生成を避けて衆化

する.,基気による旅宿は発熱反応のため加熱一様ならず過熱されも部分も生じ,敬

量を滅ずる.水蒸気による賦活は吸熱反応であるから加熱一様であるが,高温(8Q0

-1000OC)を必要とするため種々の困難を伴う･和蘭 NoRIT 会社はこの方汝に

よる大規模襲造を行い,第 1次欧洲敏後世鼎を風罷した.我国に於ても各工場がこ

の方法を採用している.

由 特殊薬品賦活法 硫酸燐酸等の如きを用い直接衆化し,活性栄を得る方法で

あるが,酸の除去,イ西格等に幸点がある｡

(C) 累 進 装 置

教化については木材乾溜装置,石衆乾溜装置と殆んと同様である.唯 廃 材 は樹

檀,形状,品質等が一様でないからこれに対する対策が必要である.即ちスブ.)ツ
.7)

タ｢,チ.ツパー,ベニヤカッタ丁,粉砕機等による前処理をなして後,原料選別横,/ ･J
原料乾燥機等を経て,衆化炉に送 り,賦活炉で斌宿し,洗液,粉砕,乾燥,飾別,

包装の工程を順次行うのである.

〔▲Ⅱ〕活性茨の性質

a) 物理的性質 8)

活性衆の一般的嘩質は Table2 に示す如 く,比重 2･1-1･8粉砕度50%以上200

3
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目飾通過表面積 11.3m2/gである.'

-b)●化学的性質 9)

材,) 化学成分 Table3 に示す如 く衆素性耽ね95/oo/前後であり,.水分,灰分,

衆索,硫黄等の含有量灰●分の色調等より原料,製造法も分明し.,従ってそゐ用法用

途もそれぞれ適確にすることが出来る.
10)

(ロ) 選棒吸着性 活性茨め特殊性の1らであって,脱色,脱臭,防質性物質の除

去等は一部化学変化を伴う場合もIあるが主と'してこゐ性質によるものである.而し

て吸収勢巣が,溶質,溶妹の相違,静液の濃度,反応時間吸着物質の荷電,捧液の･

pH 価により異るは勿論である､.

Table2. a) ScreenAnalysisofActivatedChaicoal.J

1) 970/athrough 325

b) SpecificGraJvityofActivated'charcoal.

I4
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Table3. ChemicalAnalysisofActivatedChercoal.

tarbrox l) 1.5 ･3.2 91.7 1.7 .0.07. 0.39

Suchar i.2 1.2 95.3 0.6 0.62 2) 0.54

Eponit 1.6' 0.8 一96.1 1.2 0.05 0.29

Purit 1.7 0.7●. .96.2 1.1 .0.15 0.29

Norit j 1.25 1.9 96.9 0.9 0_17 0.24

･NoritSupra. 1.45ー 98_2 0.8 0.18' 0.20.

Darco 1.0 ll.6 3) 94.~1 0.8 ､0.7 0.35

1) RiceandCottonHulls･ 机
2) SulfiteWasteLiq'uor･

3) Lignite･
4) ZincChoridelandWood.

Fig._1. JGeneralizedClユrVeSShowingRelation

betweenHydrogen･IonConcentrationandAdsorption

by′Chars of suもstances Having Varions Electro･

′properties.
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C) 触媒作用 10)

J4,

pH ･ ､,

1･ElectropositivtSubitar)e;Methy.leneBlue1
2･Electror)egativeSub.･,Caramel,Benzoa2:urin.
3･Amphotericsub;EggAlbbmine,Gelatin･
4･Non-Electrolyte;Dextrose.

●5
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固体触媒が厚在するため化学反応の速度が変化する現象は;エ葉上応用が広いた

め盛んに研究が行われてV,a.接触触媒は学術上工業上利用されてV､るがその理論5d

は不完全た点が多い.然し現今では吸着による濃度変化が反応速度を変化せし換る

ものと考えられている.

活性衆は吸着力が強いかちそれ自体触媒として利用されるのみでた く塩化ゲイエ

イル奥進の時の如 く,触媒の粗体としても利用されている.

〔Ⅷ〕 活性化の理論 11)

活性衆の襲迄は実験室的には優重なものが出来るがこれが工業化は困難とされて

V,ち.然し活性化の理論が明かにされれば製造漁の管理も容易にな る こ と と信ずl

a.̀

活性茨は普通の木表 よ｡選棒吸挙性の強V'のIが特長であ苧･嘗っては栄素中の不

純物即ち無機物, (特に骨茨の吸着性の大であることが発見された当時接木茨に無∫

機物を添加焼成することさえ主張された時代 もあ る)窒素化合物漠化水素等がその

原因であるとさ町てV,たが現在ではこれ等の説は考慮の余地たきもので,純粋の翼I

素の組織構造の発達状態及び表面の物撃的化学的性質を考慮すべきであるとされる

γこ至って＼ハる.

一般に有機物を原料として活性茨を製造するときの象1吹変化は栄化 現 象 で あ
?

る･その熱分解は甚だ複雑であって同で温皮下であっても,米案生成率は一様では

たい.即ち蔑接上昇率,温度保持時間,周囲の状説によって異って来る∴而して有

機物異化の段階として考えられるところは, (1) 完化前の分子の熱分解, (2)

熱分解生坪物の貢合性,準合性による変町 (3) 熱分解生成物は更に 重 合,柿

令,.分解と慮 り返して次第に翼素に富む物質とたるのである.

(一般に温度上昇率が緩慢であれば翼素収量は大であり1100OC以上に加熱すると

きは石墨化して活性は小とたる9) ＼

木衆は元来多孔質であるがこれ は木材が療かれた時分解生成物たる気体が逃げ去

った跡が孔隙として残存するためである. この孔隙の太さは甚だ小さく細かいもの

は分子,原子の直径と等L/V,もめもあることと思われ.i,∴流体が侵入する場合この

6
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間隙が広けれ凄大きな気体も収着されるだろうがこの間隙が狭けれぼ小さな気体の
＼

かしか収着されない. この収着が平衡に達するのには半年以上も要するのが認めら

れている. 12) '
1:I)

叉一方木材の異化に当ってその組織の形状は変化しない.従って樹種に.よる孔隙

の形映,数量等も白ら興るため樹種により活性化の差異を生ずることも認めねばな

らない.更に所謂徳性化は部分的な酸化現象を伴うものとされている.この為翼素

表面が酸化物で顔われて選韓的な吸収着をたすとする考え方もある.

要するに現在のところ活性化の理論に定観はないが,木材組織の究明,教化琴衆

の化学的鞍考察,界面比重の異常なる進歩とにより近き将来この間遇も明確に論究

されることと信ずるのである.

†)用 途 14)

最近農村に於ける精糖,水飴の梨蓮用脱色茨,ヴィエイル罪の触媒用活性嚢の需

要の激増と共に活性茨の研究製造は,準漠となって来た.丁然し倍年間 1千噸前後の

不足を告げている.

〔A〕 粉末活性衆の用途

製糖,嚢薬,襲油,医薬,茎気電池製造等に用いられる.脱色,脱臭用は主とし

て選棒吸収力の作用であ･る従って脱色,脱臭すべきも̀のの性質により諸燥件を決定

すべきは勿論であるが,
/

(1) 回収を必要とするもの .精糖工場,水餅工場の如 く多量使用するところは更

に再生を必要とする.

(2) 回収を必要とせざるもの 原料の性質上回収再生困難であ声か叉はこれを行

わな くと.も採算のとれる場合で輿薬工場の如きこれに属する/ヽ

(3).2種以上脱色茨或は酸性白土等を混用する場合 油脂精嚢の場合の如く,色

素の性質上混用する方が効畢的である･-･股に製品に変化を来さない限 り中性乃至
●

微酸性に於て使用する方がよい.I

〔B〕粒状活性茨 ′
I

活性茨は液相よりの吸着のみならず気体の収着を行う.而して実際気体の収着を■

′ 7
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行わせるには粒状となして用うる叉触媒の現俸となす場合も粒状として用う′ること

が多い.

(1)溶剤回収用 1･5)

人絹工場の二硫化翼素の回収,ゴヰ塗料そめ他油脂製造工場の静剤回収,即ち, ア

ルコ-ル ,エ丁テル,アセ 7.ン及びそのエステル類,茨化水素,揮発油等の回収用.

(2) 水素,~-1)グム,Eアムモ-チ,茨酸ガえ等の精製∴

(3) 工場,茨坑,劇場等の悪臭除去等.

(4) 最近,高速度印刷の発達と共にこれに用うるインクの溶剤の回収にも用いら

れていえ.

(6) 触媒用としては従来,無機酸の製造,亜硫酸,亜硝酸の酸化,過酸化水素の

分解等に用いられて来たが,轟近では, グィエイル撃の製造発達と共に班体として

多量用いられるに至っている.

〔Ⅵ〕結 論

､木材ゐ不足は世界的趨勢であらてこれが解決は各国葬緊急事とされている･.化学

的有用材としての針葉樹の産地は,北半球が主体であ り,Table4,Fig2,然も欧

革両大陸は既に開発され寮した観があり,今後は僅かに北満大輿安嶺, シベリアの

開発を待つのみである.且果潤菓樹材としての南方材の活用を期待すべ き で あ る

が,一方現在廃材として顧亘られない部分の活用も企図すつきであると信ずる･'

唯廃材は (1) 生産が場所的な制限を受け運搬に困難を感ずること. (2)水分

含有量多きこと. (3) 比容大な-る牽め多量あるが如 く感ず2,.も年間事業主すると

きは,原料として案外少量たること. (4) 性質形状,組成等一定せず,化学工場;

原料としで決して良好でないこと.等の原因によっ七今日まではこれが工葉原料と

しては燃料,人造板以外は殆んど用いられて来な示った.然し近来化学技癖の発達J

と賓漁の欠乏とは,鋸屑よりダイスコ⊥ス接着剤の製造,ヴァ-1)ンの製造,パル

プの襲道も行われる様になって来た. こ 笹ゝ比較的′J､規模に製造可能な活性栄転づ

いて概説した‡次第である.

8
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, ■Fig2. ImportantTimberAreasoftheWorld.

Table4. TimberStand.

Asia 33.6 24.9 28.0

Africa 0.3 16.3 10.6.

_ NorthAT畔riCa 39.5. 8.2 19.3

SouthAmerica ･4.■1. 41.0 -28.0.

OceaniA 0.6 5.5 3.8
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