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(57)【要約】
【課題】自然水中で好適に溶解する性質を有するリン酸系化合物の塩を含有する自然水用
肥料の製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明の自然水用肥料の製造方法は、水に対して難溶性のリン化合物を含む
被処理物と、アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および／または塩である
反応性イオン性物質を含む組成物とを接触させ、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および
／または第２族元素塩である溶解性塩を得る工程を有することを特徴とする。前記反応性
イオン性物質は、Ｎａ２ＣＯ３、ＮａＯＨ、ＣａＣＯ３、Ｃａ（ＯＨ）２、ＣａＣｌ２お
よびＮａＣｌよりなる群から選択される１種または２種以上であるのが好ましい。また、
前記溶解性塩を得る工程において、加熱処理を行うのが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
水に対して難溶性のリン化合物を含む被処理物と、アルカリ金属および／または第２族
元素の水酸化物および／または塩である反応性イオン性物質を含む組成物とを接触させ、
リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩である溶解性塩を得る工程
を有することを特徴とする自然水用肥料の製造方法。
【請求項２】
水に対して難溶性のリン化合物を含む被処理物と、アルカリ金属および／または第２族
元素の水酸化物および／または塩である反応性イオン性物質とを固相で接触させ、リン酸
系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩である溶解性塩を得る工程を有す
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ることを特徴とする自然水用肥料の製造方法。
【請求項３】
水に対して難溶性のリン化合物を酸またはアルカリで溶解した被処理物と、アルカリ金
属および／または第２族元素の水酸化物および／または塩である反応性イオン性物質を含
む組成物とを接触させ、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩で
ある溶解性塩を得る工程を有することを特徴とする自然水用肥料の製造方法。
【請求項４】
水に対して難溶性のリン化合物を含む被処理物と、アルカリ金属および／または第２族
元素の水酸化物および／または塩である反応性イオン性物質を含む溶液とを接触させ、リ
ン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩である溶解性塩を得る工程を
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有することを特徴とする自然水用肥料の製造方法。
【請求項５】
前記溶液は、水溶液である請求項４に記載の自然水用肥料の製造方法。
【請求項６】
前記溶液は、酸またはアルカリを含む溶液である請求項４または５に記載の自然水用肥
料の製造方法。
【請求項７】
前記反応性イオン性物質は、Ｎａおよび／またはＣａを含む水酸化物および／または塩
である請求項１ないし６のいずれか１項に記載の自然水用肥料の製造方法。
【請求項８】
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前記反応性イオン性物質は、Ｎａ２ＣＯ３、ＮａＯＨ、ＣａＣＯ３、Ｃａ（ＯＨ）２、
ＣａＣｌ２およびＮａＣｌよりなる群から選択される１種または２種以上である請求項７
に記載の自然水用肥料の製造方法。
【請求項９】
前記溶解性塩を得る工程において、加熱処理を行う請求項１ないし８のいずれか１項に
記載の自然水用肥料の製造方法。
【請求項１０】
前記加熱処理の加熱温度は、１５０℃以上１５００℃以下である請求項９に記載の自然
水用肥料の製造方法。
【請求項１１】
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前記加熱処理の処理時間は、１時間以上１００時間以下である請求項９または１０に記
載の自然水用肥料の製造方法。
【請求項１２】
前記被処理物は、汚泥灰である請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の自然水用肥
料の製造方法。
【請求項１３】
前記難溶性のリン化合物は、Ｆｅ、Ａｌのうち少なくとも一方を含むものである請求項
１ないし１２のいずれか１項に記載の自然水用肥料の製造方法。
【請求項１４】
前記組成物は、前記反応性イオン性物質としてアルカリ金属および／または第２族元素
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の塩を含むとともに、酸性物質を含んでいる請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の
自然水用肥料の製造方法。
【請求項１５】
リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩である溶解性塩を含む自
然水用肥料であり、
１ｇの自然水用肥料を、５００ｍＬの３．５質量％塩化ナトリウム水溶液に添加して２
５℃で静置した際の、５時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ１［
％］、７２０時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ２［％］とした
とき、１．１≦Ｄ２／Ｄ１≦１００の関係を満足することを特徴とする自然水用肥料。
【請求項１６】
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前記Ｄ２は１％以上９８％以下である請求項１５に記載の自然水用肥料。
【請求項１７】
自然水用肥料中におけるＦｅの含有率とＡｌの含有率との和をＸＡ［質量％］、自然水
用肥料中におけるアルカリ金属の含有率と第２族元素の含有率との和をＸＢ［質量％］と
したとき、０．１≦ＸＢ／ＸＡ≦１０の関係を満足する請求項１５または１６に記載の自
然水用肥料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自然水用肥料の製造方法および自然水用肥料に関する。
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【背景技術】
【０００２】
地球温暖化による海水温度の変化や、汚泥等の有機廃棄物質の海洋投棄が禁じられてい
ることにより、海の貧栄養化、特に、リンの不足が進行し、海藻の生育に支障が出ている
。それに伴って、漁獲量の減少や、高級食材でもあるアワビやサザエ等の水棲生物の採集
量の減少等を引き起こす、いわゆる海の砂漠化も進んでいる。さらに養殖にも大きな影響
が出ている。
【０００３】
海に栄養源を与える試みとしては、鉄鋼スラグと有機廃棄物を発酵させた腐植土をまぜ
て、海の中に埋め立てることで、鉄の普及により海藻の生育状況がよくなったとの報告が
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ある（例えば、特許文献１参照。）。しかし、これは、鉄分の供給源とすることを目的と
しており、リン不足による問題を緩和、解消することができるものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４−０６８５９４公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、自然水中で好適に溶解する性質を有するリン酸系化合物の塩を含有す
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る自然水用肥料を提供すること、また、当該自然水用肥料の製造方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
このような目的は、下記の本発明により達成される。
本発明の自然水用肥料の製造方法は、水に対して難溶性のリン化合物を含む被処理物と
、アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および／または塩である反応性イオ
ン性物質を含む組成物とを接触させ、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第
２族元素塩である溶解性塩を得る工程を有することを特徴とする。
【０００７】
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本発明の自然水用肥料の製造方法は、水に対して難溶性のリン化合物を含む被処理物と
、アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および／または塩である反応性イオ
ン性物質とを固相で接触させ、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元
素塩である溶解性塩を得る工程を有することを特徴とする。
【０００８】
本発明の自然水用肥料の製造方法は、水に対して難溶性のリン化合物を酸またはアルカ
リで溶解した被処理物と、アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および／ま
たは塩である反応性イオン性物質を含む組成物とを接触させ、リン酸系化合物のアルカリ
金属塩および／または第２族元素塩である溶解性塩を得る工程を有することを特徴とする
10

。
【０００９】
本発明の自然水用肥料の製造方法は、水に対して難溶性のリン化合物を含む被処理物と
、アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および／または塩である反応性イオ
ン性物質を含む溶液とを接触させ、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２
族元素塩である溶解性塩を得る工程を有することを特徴とする。
【００１０】
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記溶液は、水溶液であることが好ましい。
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記溶液は、酸またはアルカリを含む溶液であ
ることが好ましい。
【００１１】
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本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記反応性イオン性物質は、Ｎａおよび／また
はＣａを含む水酸化物および／または塩であることが好ましい。
【００１２】
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記反応性イオン性物質は、Ｎａ２ＣＯ３、Ｎ
ａＯＨ、ＣａＣＯ３、Ｃａ（ＯＨ）２、ＣａＣｌ２およびＮａＣｌよりなる群から選択さ
れる１種または２種以上であることが好ましい。
【００１３】
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記溶解性塩を得る工程において、加熱処理を
行うことが好ましい。
【００１４】
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本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記加熱処理の加熱温度は、１５０℃以上１５
００℃以下であることが好ましい。
【００１５】
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記加熱処理の処理時間は、１時間以上１００
時間以下であることが好ましい。
【００１６】
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記被処理物は、汚泥灰であることが好ましい
。
【００１７】
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記難溶性のリン化合物は、Ｆｅ、Ａｌのうち
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少なくとも一方を含むものであることが好ましい。
【００１８】
本発明の自然水用肥料の製造方法では、前記組成物は、前記反応性イオン性物質として
アルカリ金属および／または第２族元素の塩を含むとともに、酸性物質を含んでいること
が好ましい。
【００１９】
本発明の自然水用肥料は、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素
塩である溶解性塩を含む自然水用肥料であり、
１ｇの自然水用肥料を、５００ｍＬの３．５質量％塩化ナトリウム水溶液に添加して２
５℃で静置した際の、５時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ１［
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％］、７２０時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ２［％］とした
とき、１．１≦Ｄ２／Ｄ１≦１００の関係を満足することを特徴とする。
【００２０】
本発明の自然水用肥料では、前記Ｄ２は１％以上９８％以下であることが好ましい。
本発明の自然水用肥料では、自然水用肥料中におけるＦｅの含有率とＡｌの含有率との
和をＸＡ［質量％］、自然水用肥料中におけるアルカリ金属の含有率と第２族元素の含有
率との和をＸＢ［質量％］としたとき、０．１≦ＸＢ／ＸＡ≦１０の関係を満足すること
が好ましい。
【発明の効果】
【００２１】
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本発明によれば、自然水中で好適に溶解する性質を有するリン酸系化合物の塩を含有す
る自然水用肥料を提供すること、また、当該自然水用肥料の製造方法を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施例１〜５および比較例１に係る自然水用肥料について、塩化ナトリウム水溶
液への添加からの経過日数とリン成分の溶出率との関係を示す図である。
【図２】実施例６〜９および比較例１に係る自然水用肥料について、塩化ナトリウム水溶
液への添加からの経過日数とリン成分の溶出率との関係を示す図である。
【図３】実施例１、実施例６および被処理物である汚泥灰についてのＸ線回折（ＸＲＤ）
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のチャートである。
【図４】加熱処理における加熱温度と、製造された自然水用肥料からのリンの溶出率との
関係の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
［自然水用肥料の製造方法］
まず、本発明の自然水用肥料の製造方法について説明する。
【００２４】
本発明の自然水用肥料の製造方法は、水に対して難溶性のリン化合物（以下、「難溶性
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リン化合物」とも言う）を含む被処理物と、アルカリ金属および／または第２族元素の水
酸化物および／または塩である反応性イオン性物質を含む組成物とを接触させ、リン酸系
化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩である溶解性塩を得る工程を有する
ことを特徴とする。
【００２５】
このように、難溶性のリン化合物を溶解性塩に変換することにより、水（自然水）に対
する溶解性を向上させることができ、自然水に接触させた場合に、リン成分を溶解状態で
好適に供給することができる。したがって、自然水用肥料（すなわち、リン濃度調整剤）
として好適に機能させることができる。
【００２６】
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これに対し、リン化合物を水に対して難溶性の状態のまま用いると、リン化合物は、自
然水には実質的に溶解せず、肥料として機能させることができない。
【００２７】
なお、自然水用肥料の溶解性（溶出速度）は、例えば、溶解性塩の組成に加え、自然水
用肥料の大きさ（粒径、厚い等）、結晶状態（結晶粒径、結晶成分の比率（結晶化度）等
）、自然水用肥料中における前記溶解性塩と前記溶解性塩以外の成分との関係（例えば、
前記溶解性塩の含有率、前記溶解性塩以外の成分の含有率、前記溶解性塩と前記溶解性塩
以外の成分との大きさの関係、前記溶解性塩と前記溶解性塩以外の成分との位置関係等）
等を調整することにより、好適に制御することができる。このような自然水用肥料の条件
は、例えば、前記組成物の組成（反応性イオン性物質の種類、含有率）、反応条件（例え
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ば、反応時の温度条件、反応時間、前記被処理物に対する前記組成物の使用量等）、反応
の前処理の方法・条件（例えば、被処理物に対する消化処理、精製処理等）、反応の後処
理の方法・条件（例えば、粉砕処理、複数成分の混合処理等）等により、好適に調整する
ことができる。
【００２８】
被処理物としては、難溶性リン化合物を含んでいればいかなるものであってもよく、例
えば、汚泥を焼却処理して得られる汚泥灰、鉄鋼スラグ、キノコ排菌床の燃焼灰等の産業
廃棄物等を用いることができるが、被処理物は、汚泥灰であるのが好ましい。
【００２９】
汚泥灰は、一般に、貴重な資源であるリンを比較的高い含有率で含んでおり、また、世
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界各地で大量に発生している。
【００３０】
したがって、被処理物として汚泥灰を用いることにより、資源を有効活用することがで
き、産業廃棄物量の削減効果が特に大きい。
【００３１】
また、汚泥灰を自然水用肥料の原料として用いることで、汚泥灰の新しい再利用方法と
なり、近年埋立地の不足や処理費の増加等の問題が深刻化している汚泥灰の処理コスト削
減や、自然水用肥料の原料コスト削減の観点からも好ましい。
【００３２】
一般に、汚泥灰等の被処理物は、リン酸アルミニウム、リン酸鉄等の難溶性リン化合物
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を含んでいる。
【００３３】
本発明において、水に対して難溶性とは、水に対する溶解度が極めて低いことを意味し
、例えば、２５℃における水に対する溶解度が、１×１０−１５ｇ／１００ｇ水以下であ
る場合を指す。
【００３４】
本発明に係る方法では、難溶性リン化合物を、反応性イオン性物質（アルカリ金属およ
び／または第２族元素の水酸化物および／または塩）を含む組成物と接触させて、溶解性
塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩）に変化させることで
、リン化合物の水に対する溶解性を高め、自然水用肥料として効果的に機能させる点に特

30

徴を有する。
【００３５】
また、本発明において、自然水とは、海、河川、湖、池、沼等、自然界においてまとま
って存在する水のことを含み、加えて、人工的に作られた、人工池、貯水池、釣り堀、水
槽、養殖場等、前記海、河川、湖、池、沼等とは直接つながらない、閉じた空間にまとま
って存在する水のことも含む概念とする。また、自然水は、淡水、塩水および汽水のいず
れであってもよい。
中でも、本発明に係る自然水用肥料が適用される自然水は、海水であるのが好ましい。
【００３６】
海は、貧栄養の問題が生じやすく、いわゆる海の砂漠化も進んでいる。したがって、自
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然水が海水である場合に、本発明による効果がより顕著に発揮される。
【００３７】
海の砂漠化を食い止めることで、生態系を回復できる。例えば、本発明に係る自然水用
肥料を用いることで、海に栄養分を供給することができ、コンブ、ワカメ等の海藻の生育
が良くなり、また魚の生育の場になる。さらに、海藻は、アワビ、サザエ等の餌にもなる
ので、高級食材でもあるアワビ、サザエ等の生産量も増える。すなわち、漁村の経済活性
化に貢献することができる。
【００３８】
難溶性リン化合物を含む被処理物と、反応性イオン性物質とを接触させる形態は、特に
限定されず、例えば、以下の実施形態で詳述するものが挙げられる。
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【００３９】
＜第１実施形態＞
本実施形態の自然水用肥料の製造方法は、難溶性リン化合物（水に対して難溶性のリン
化合物）を含む被処理物と、反応性イオン性物質（アルカリ金属および／または第２族元
素の水酸化物および／または塩）とを固相で接触させ、溶解性塩（リン酸系化合物のアル
カリ金属塩および／または第２族元素塩）を得る工程を有する。言い換えると、被処理物
、および、反応性イオン性物質のいずれもが、固相の状態で、これらを接触させて、目的
の化学反応を進行させ、溶解性塩を得る。
【００４０】
これにより、溶媒を用いないで目的とする溶解性塩を得ることができるため、環境に対

10

してより低負荷であるとともに、本工程後の溶媒除去の工程を省略することができる。
【００４１】
被処理物に含まれる難溶性リン化合物は、Ｆｅ、Ａｌのうち少なくとも一方を含むもの
であるのが好ましい。
【００４２】
Ｆｅ、Ａｌのうち少なくとも一方を含むリン化合物は、水に対する溶解性が特に低く、
本発明を適用することによる効果がより顕著である。また、溶解性塩の生成過程において
、ＦｅやＡｌは、不純物として機能し、生成される溶解性塩の結晶粒径の制御等において
好適に作用する。その結果、自然水用肥料の溶解度、徐放性等の調整をより好適に行うこ
とができる。

20

【００４３】
Ｆｅ、Ａｌのうち少なくとも一方を含むリン化合物としては、例えば、ＦｅｘＰｙＯｚ
、ＡｌｘＰｙＯｚ（ただし、ｘ，ｙ，ｚはそれぞれ１以上の整数である。）で表される酸
化リン化合物が挙げられ、特に、リン酸鉄（ＦｅＰＯ４）、リン酸アルミニウム（ＡｌＰ
Ｏ４）であるのが好ましい。
これにより、前述したような効果がより顕著に発揮される。
【００４４】
なお、汚泥灰は、一般に、リンとともに、Ｆｅ、Ａｌ等をより適切な割合で含有してい
る。すなわち、被処理物として汚泥灰を用いることにより、本発明による効果がより顕著
に発揮される。この点からも、被処理物として、汚泥灰を用いるのが好ましい。

30

【００４５】
反応性イオン性物質（アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および／また
は塩）は、陽イオンおよび陰イオンを含み、陽イオンとして、アルカリ金属および第２族
元素から選択される少なくとも１種を含むものであればよいが、陽イオンとして、Ｎａお
よび／またはＣａを含んでいるのが好ましい。
【００４６】
これにより、生成される溶解性塩を、リン酸系化合物のナトリウム塩および／またはカ
ルシウム塩とすることができる。これらの塩は水に対してより好適な溶解性を有するもの
となり、本発明の効果をより顕著に発揮することができる。
【００４７】

40

特に、反応性イオン性物質は、Ｎａ２ＣＯ３、ＮａＯＨ、ＣａＣＯ３、Ｃａ（ＯＨ）２
、ＣａＣｌ２およびＮａＣｌよりなる群から選択される１種または２種以上であるのが好
ましい。
【００４８】
これにより、反応性イオン性物質の使用量を抑制しつつ、本工程をより効率よく進行さ
せることができる。
【００４９】
特に、本工程では、反応性イオン性物質として、Ｎａを含む水酸化物または塩と、Ｃａ
を含む水酸化物または塩とを併用するのが好ましい。
【００５０】
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これにより、生成される溶解性塩は、リン酸系化合物のナトリウム塩と、リン酸系化合
物のカルシウム塩とを含むものとなる。リン酸系化合物のナトリウム塩と、リン酸系化合
物のカルシウム塩とは、水に対する溶解性が異なるため、これらを組み合わせることで、
自然水に対する溶解性の調整をより好適に行うことができる。例えば、自然水への適用後
の初期段階におけるリン成分（溶解性塩）の溶出量を比較的高くしつつ、自然水への適用
後から比較的長期間経過した後のリン成分（溶解性塩）の溶出量も比較的高くすることが
できる。
【００５１】
より具体的には、リン酸系化合物のカルシウム塩は、リン酸系化合物のナトリウム塩に
比べて溶解度が低いため、自然水への適用後の初期段階においては、主に、リン酸系化合
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物のナトリウム塩が優先的に溶出することにより、全体としてのリン成分（溶解性塩）の
溶出量を比較的高いものとしつつ、自然水への適用後から比較的長期間経過した後におい
ては、固体状態で残存しているリン酸系化合物のカルシウム塩からの溶出により、全体と
してのリン成分（溶解性塩）の溶出量を確保することができる。
【００５２】
反応性イオン性物質を含む組成物中における、Ｎａの含有率をＸＮａ
Ｃａの含有率をＸＣａ

［ｍｏｌ％］としたとき、０．０１≦ＸＣａ

０の関係を満足するのが好ましく、０．１≦ＸＣａ

／ＸＮａ

［ｍｏｌ％］、

／ＸＮａ

≦１０

≦１０の関係を満足する

のがより好ましい。
これにより、上述した効果がより顕著に発揮される。
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【００５３】
反応性イオン性物質は、上述したようなリン酸系化合物のナトリウム塩および／または
カルシウム塩以外にも、例えば、その他の反応性イオン性物質や、それ以外の成分（例え
ば、アルカリ金属または第２族元素の水酸化物または塩以外のイオン性物質や、非イオン
性物質）を含んでいてもよい。
【００５４】
被処理物の使用量（処理量）に対する反応性イオン性物質の使用量を調整することによ
り、溶解性塩の生成量をより好適に調整することができる。これにより、自然水用肥料の
溶解性、徐放性等をより好適に調整することができる。
【００５５】
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反応性イオン性物質は、いかなる形態であってもよいが、本実施形態においては、粒子
状をなしているのが好ましい。
【００５６】
これにより、例えば、混合等により、反応性イオン性物質を被処理物とより効率よく接
触させることができ、本工程での反応をより円滑に進行させることができる。また、反応
性イオン性物質の粒径を調整することにより、反応の進行をより好適に調整することがで
きる。
【００５７】
反応性イオン性物質が粒状をなすものである場合、当該反応性イオン性物質の平均粒径
は、０．１μｍ以上１００ｍｍ以下であるのが好ましく、５μｍ以上５００μｍ以下であ
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るのがより好ましい。
【００５８】
これにより、安全性や操作の容易性を確保しつつ、被処理物と反応性イオン性物質とを
、より効率よく接触させることができ、反応性をより効果的に高めることができる。
【００５９】
なお、本明細書において、平均粒径とは、特に断りのない限り、体積平均粒径のことを
指す。
【００６０】
本実施形態においては、例えば、難溶性リン化合物を含む被処理物と、反応性イオン性
物質を含む組成物に、適度な量の水分を添加して混合し、練り上げてもよい。
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【００６１】
これにより、被処理物と、反応性イオン性物質とを、より効率よく接触させることがで
きる。
【００６２】
また、溶解性塩を得る工程においては、加熱処理を行うのが好ましい。
これにより、自然水用肥料の製造に要するエネルギー量を削減しつつ、リン酸等のリン
化合物とアルカリ金属または第２族元素との間で、より効率よく化学結合を形成させるこ
とができ、短時間で効率よく本工程を行うことができる。
【００６３】
なお、難溶性リン化合物を含む被処理物と、反応性イオン性物質を含む組成物との混合

10

物が水分を含む場合、加熱処理に先立って、水分を蒸発させてもよい。
【００６４】
また、加熱処理時に、水分を蒸発させてもよい。
加熱処理における加熱温度（最高温度）は、１５０℃以上１５００℃以下であるのが好
ましく、３００℃以上１２００℃以下であるのがより好ましい。
【００６５】
これにより、自然水用肥料の製造に要するエネルギー量を削減しつつ、被処理物中に含
まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反応をより好適に進行させることができ、
より短時間で効率よく本工程を行うことができる。
【００６６】

20

また、加熱処理は、加熱温度を変更しつつ行ってもよい。
これにより、例えば、被処理物中に含まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反
応をより好適に進行させることができたり、反応生成物の形状や反応生成物中における溶
解性塩の状態（例えば、複数種の溶解性塩を含む場合におけるこれらの分布等）をより好
適に調整することができる。
【００６７】
また、加熱処理においては、加熱温度を、上記範囲で異なる複数の保持温度（例えば、
温度幅が３０℃以内の温度領域）で、それぞれ所定時間（例えば、１０分以上）保持する
ようにして加熱してもよい。
これにより、前述したような効果がより顕著に発揮される。
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【００６８】
また、加熱処理は、昇温速度、降温速度がほぼ一定となるようにして行ってもよいし、
昇温速度、降温速度のうち少なくとも一方が、経時的に変化するようにして行ってもよい
。
【００６９】
加熱処理において、昇温時の昇温速度（例えば、２００℃からの昇温速度）は、１℃／
分以上５０℃／分以下であるのが好ましく、２℃／分以上３０℃／分以下であるのがより
好ましい。
【００７０】
これにより、例えば、被処理物中に含まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反
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応をより好適に進行させることができたり、反応生成物の形状や反応生成物中における溶
解性塩の状態（例えば、複数種の溶解性塩を含む場合におけるこれらの分布等）をより好
適に調整することができる。
【００７１】
また、降温時の降温速度（例えば、２００℃からの降温速度）は、２℃／分以上５０℃
／分以下であるのが好ましく、３℃／分以上４０℃／分以下であるのがより好ましい。
【００７２】
これにより、例えば、被処理物中に含まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反
応をより好適に進行させることができたり、反応生成物の形状や反応生成物中における溶
解性塩の状態（例えば、複数種の溶解性塩を含む場合におけるこれらの分布等）をより好
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適に調整することができる。
【００７３】
加熱処理の処理時間（１５０℃以上の温度での加熱時間）は、１時間以上１００時間以
下であるのが好ましく、３時間以上１８時間以下であるのがより好ましい。
【００７４】
これにより、加熱処理を行う装置（例えば、焼成炉等）への負担を抑制しつつ、より短
時間で効率よく本工程を行うことができる。
【００７５】
加熱処理は、特に限定されないが、例えば、電気炉を用いて行うことができる。これに
より、加熱温度、昇温速度、降温速度等の設定や制御をより好適に行うことができる。

10

【００７６】
なお、加熱処理は、ロータリーキルンを用いて行ってもよい。これにより、例えば、大
量の被処理物に対して、連続的に加熱処理を施すことができる。
【００７７】
また、加熱処理時の雰囲気ガスとしては、いかなる雰囲気中で行ってもよく、例えば、
空気、不活性ガス（Ｎ２、Ａｒ等）、水素（Ｈ２）等の還元ガス中で行うことができるが
、空気中で行うのが好ましい。
【００７８】
これにより、加熱処理に比較的単純な構成の装置を用いることができ、雰囲気の組成等
の調整を行う必要がなく、自然水用肥料の生産性を向上させることができる。

20

【００７９】
加熱処理時において、雰囲気ガスを調節することで、様々な形態の化合物に変換させる
ことができる。雰囲気ガスの調整としては、酸素濃度の調整や雰囲気ガスの圧力の調整等
が挙げられる。
【００８０】
以下に、本発明に係る製造方法により進行する化学反応の一例を示す。なお、式中、ｘ
，ｙ，ｚ，ｌ，ｍ，ｎはそれぞれ１以上の整数である。
【００８１】
（１）被処理物に含まれる、難溶性の酸化リン化合物が、リン酸鉄（ＦｅＰＯ４）である
場合
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（１−１）Ｎａ２ＣＯ３との反応：
ＦｅＰＯ４＋３／２Ｎａ２ＣＯ３ → Ｎａ３ＰＯ４＋３／２ＣＯ２＋１／２Ｆｅ２Ｏ３
２ＦｅＰＯ４＋２Ｎａ２ＣＯ３ → Ｎａ４Ｐ２Ｏ６ ＋ ２ＣＯ２ ＋Ｆｅ２Ｏ３ ＋ １
／２Ｏ２
ＦｅｘＰｙＯｚ ＋Ｎａ２ＣＯ３ → ＮａｘＰｙＯｚ ＋ｍＣＯ２ ＋ｌＦｅ２Ｏ３
【００８２】
（１−２）ＣａＣＯ３との反応：
２ＦｅＰＯ４ ＋ ３ＣａＣＯ３ → Ｃａ３（ＰＯ４）２ ＋ ３ＣＯ２ ＋ ＦｅＣＯ３
ＦｅｘＰｙＯｚ ＋３ＣａＣＯ３ → ＣａｘＰｙＯｚ ＋ｍＣＯ２ ＋ｎＦｅ２Ｏ３
【００８３】

40

（２）被処理物に含まれる、難溶性の酸化リン化合物が、リン酸アルミニウム（ＡｌＰＯ
４）である場合

（２−１）Ｎａ２ＣＯ３との反応：
ＡｌＰＯ４ ＋３／２Ｎａ２ＣＯ３ → Ｎａ３ＰＯ４ ＋３／２ＣＯ２ ＋１／２Ａｌ２
Ｏ３
２ＡｌＰＯ４ ＋ ２Ｎａ２ＣＯ３ → Ｎａ４Ｐ２Ｏ６ ＋ ２ＣＯ２ ＋Ａｌ２Ｏ３ ＋１
／２Ｏ２
ＡｌｘＰｙＯｚ ＋Ｎａ２ＣＯ３ → ＮａｘＰｙＯｚ ＋ ｍＣＯ２ ＋ ｌＡｌ２Ｏ３
【００８４】
（２−２）ＣａＣＯ３との反応：
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２ＡｌＰＯ４ ＋ ３ＣａＣＯ３ → Ｃａ３（ＰＯ４）２ ＋ ３ＣＯ２ ＋Ａｌ２Ｏ３
ＡｌｘＰｙＯｚ ＋ ３ＣａＣＯ３ → ＣａｘＰｙＯｚ ＋ ｍＣＯ２ ＋ ｎＡｌ２Ｏ３
【００８５】
また、例えば、反応に寄与する各成分の比率を調整すること等により、溶解性塩を、カ
ルシウム欠損ハイドロキシアパタイト、ＣａＨＰＯ４、Ｃａ（Ｈ２ＰＯ４）２、Ｃａ８（
ＨＰＯ４）２、Ｎａ２ＨＰＯ４、ＮａＨ２ＰＯ４等のリン酸水素塩として得ることもでき
る。
【００８６】
このようなリン酸水素塩が得られる化学反応の一例を以下に示す。なお、式中、ｘ，ｙ
，ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅはそれぞれ１以上の整数であり、Ｍは金属元素である。

10

【００８７】
ＣａｘＰｙＯｚ ＋ Ｍ（ＯＨ）ａ → ＣａｂＨｃＰｄＯｅ
ＮａｘＰｙＯｚ ＋ Ｍ（ＯＨ）ａ → ＮａｂＨｃＰｄＯｅ
【００８８】
このようにして、溶解性塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元
素塩）を含む自然水用肥料が得られる。
【００８９】
本発明に係る方法で得られる自然水用肥料は、上述したような溶解性塩（リン酸系化合
物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩）以外の成分を含んでいてもよい。
20

【００９０】
このような成分としては、例えば、被処理物中に含まれていた難溶性リン化合物の未反
応分、被処理物中に含まれていた難溶性リン化合物以外の成分やその反応生成物等が挙げ
られる。
【００９１】
本発明に係る方法によれば、被処理物に含有されている、難溶性リン化合物を、水に対
する溶解性の高い溶解性塩に変換することができる。
【００９２】
より具体的には、例えば、２０℃における、溶解性塩としてのリン酸ナトリウムの水に
対する溶解度は約１２．１ｇ／１００ｇ水であり、溶解性塩としてのリン酸二カルシウム
の水に対する溶解度は約０．０２ｇ／１００ｇ水であり、リン酸カルシウムの水に対する
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−１２

溶解度は約８．４×１０

ｇ／１００ｇ水であるのに対し、難溶性リン化合物である

リン酸鉄は、水に対して実質的に不溶であり、難溶性リン化合物であるリン酸アルミニウ
ムの水に対する溶解度は約６．３×１０−１９ｇ／１００ｇ水である。
【００９３】
このように、本発明に係る方法によれば、水に対する溶解性を約１０５〜１０２２倍以
上に高めることができる。これにより、得られる反応生成物を自然水用肥料として好適に
用いることができる。
【００９４】
また、本発明に係る方法によれば、汚泥灰、鉄鋼スラグ等の産業廃棄物を原料として用
いて自然水用肥料を製造することで、埋め立て処分場の用地確保や高い処理費用等の混台

40

があった産業廃棄物を有効に利用することができ、上記のような問題を緩和することがで
きるとともに、産業廃棄物を原料として用いることで、自然水用肥料の製造コストも抑え
ることができる。
【００９５】
また、本発明に係る方法は、汚泥灰、鉄鋼スラグ等の新しい利用方法、新しい産業を提
案するものであり、新しい産業が生まれることにより、雇用も創出されることが期待され
る。
【００９６】
汚泥灰等の被処理物に含まれる難溶性リン化合物の溶解度を調整する方法として、上述
した方法以外にも、例えば、次に示すような方法も挙げることができる。
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【００９７】
すなわち、まず、汚泥灰等の被処理物に含まれている、水に対して難溶性のリン化合物
を、バイオマス、泥炭または褐炭等の低品位炭（高品位炭でも可）に含まれている炭素ま
たは水素と反応させ、還元することで、難溶性のリン化合物の反応性を高めることができ
る。
【００９８】
そして、反応性が高められたリン化合物を、周囲に存在する金属（鉄、アルミ、カルシ
ウム、ナトリウム等）またはケイ酸と反応させて、リン酸ナトリウム、リン酸カルシウム
、リン酸マグネシウム、ケイ酸リン化合物等を生成する。これにより、難溶性のリン化合
物の溶解度を調節することができる。

10

【００９９】
＜第２実施形態＞
次に、本発明の自然水用肥料の製造方法の第２実施形態について説明する。
【０１００】
以下、本発明の自然水用肥料の製造方法の第２実施形態について説明するが、前述した
実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１０１】
本実施形態の自然水用肥料の製造方法は、難溶性リン化合物（水に対して難溶性のリン
化合物）を酸またはアルカリで溶解した被処理物と、反応性イオン性物質（アルカリ金属
および／または第２族元素の水酸化物および／または塩）を含む組成物とを接触させ、溶
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解性塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩）を得る工程を有
する。
【０１０２】
すなわち、前述した第１実施形態では、難溶性リン化合物を含む被処理物を、固相のま
ま、反応性イオン性物質を含む組成物と接触させていたのに対し、本実施形態では、被処
理物に含まれる難溶性リン化合物を酸またはアルカリで溶解させ、液相として反応させて
いる。
【０１０３】
被処理物に含まれる難溶性リン化合物を酸またはアルカリで溶解させることで、被処理
物中のリン化合物（リン酸アルミニウム、リン酸鉄等）を、リンを含むイオン（リン酸イ
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オン）として溶出させることができる。
【０１０４】
これにより、被処理物に含まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反応性をより
効果的に向上させることができる。
【０１０５】
以下、被処理物中に含まれる難溶性リン化合物を《２−１》酸で溶解する場合と、《２
−２》アルカリで溶解する場合とについて、それぞれ説明する。
【０１０６】
《２−１》難溶性リン化合物を酸で溶解する場合
《２−１−１》

40

難溶性リン化合物を含む被処理物と、酸とを混合する。
これにより、被処理物中に含まれる、水に対して難溶性のリン化合物（難溶性リン化合
物）を酸に好適に溶解させることができる。
【０１０７】
難溶性リン化合物を酸に溶解した後の液相のｐＨは、１．０以上８．０以下であるのが
好ましく、１．５以上７．０以下であるのがより好ましく、２．０以上６．０以下である
のがさらに好ましい。
【０１０８】
これにより、例えば、後の溶解性塩の析出の処理に用いるアルカリ性物質の使用量を抑
制しつつ、前述した効果がより顕著に発揮される。また、自然水用肥料の製造に伴い生じ
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る廃液量が必要以上に多くなることを効果的に防止することができる。
【０１０９】
本工程で、用いる酸は、例えば、固体や気体であってもよいが、液体であるのが好まし
く、水溶液であるのがより好ましい。
【０１１０】
これにより、本工程をより効率よく行うことができ、作業性をさらに向上させることが
できる。また、後処理も容易となる。
【０１１１】
本工程で用いる酸としては、例えば、硫酸、硝酸、塩化水素、酢酸等が挙げられ、これ
らから選択される１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。

10

【０１１２】
これにより、安全性を確保しつつ、酸の使用量を抑制し、本工程を効率よく行うことが
できる。
【０１１３】
《２−１−２》
上記のようにして得られた、難溶性リン化合物を酸で溶解した液体状の被処理物（以下
、「被処理物液体」とも言う）に、固体状の反応性イオン性物質（アルカリ金属および／
または第２族元素の水酸化物および／または塩）を接触させる。
【０１１４】
このように、液相−固相での反応とすることで、固相−固相での反応に比べて、被処理

20

物に含まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反応性をより効果的に向上させるこ
とができる。
【０１１５】
本工程においては、難溶性リン化合物を酸で溶解した被処理物液体に、固体状態の反応
性イオン性物質を添加し、混合するのが好ましい。
【０１１６】
これにより、被処理物液体と反応性イオン性物質とをより効率よく接触させることがで
き、反応効率をより向上させることができる。
【０１１７】
本工程において、被処理物液体と、反応性イオン性物質との混合物の温度（反応温度）
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は、５℃以上１００℃以下であるのが好ましく、１０℃以上６０℃以下であるのがより好
ましい。
これにより、反応が促進され、反応をより効率よく進行させることができる。
【０１１８】
《２−１−３》
被処理物と、反応性イオン性物質とを十分に混合した後、濃縮、乾燥等の処理を行い、
溶媒を蒸発させることにより、溶解性塩（例えば、リン酸ナトリウム、リン酸カルシウム
等）を含む固体を得ることができる。
【０１１９】
被処理物液体と、反応性イオン性物質とを十分に混合した後、混合物のｐＨを変化させ

40

て、リン酸系化合物の塩を析出させるのが好ましい。
【０１２０】
混合物中には、生成した溶解性塩が溶解状態で存在しており、混合物のｐＨを変化させ
ることにより、リン酸系化合物の塩の混合物中における溶解性が低下し、リン酸系化合物
の塩が析出する。
【０１２１】
具体的には、被処理物に含まれる難溶性リン化合物を酸で溶解した場合、混合物のｐＨ
を上昇させることにより、リンを含む化合物を析出させることができる。特に、リンをリ
ン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩（例えば、リン酸ナトリウム
、リン酸カルシウム等）として析出させる。
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【０１２２】
これにより、析出物を固液分離して自然水用肥料を得る場合において、自然水用肥料中
における目的とする溶解性塩以外の成分の含有率が必要以上に高くなりすぎることをより
効果的に防止することができ、自然水用肥料の機能をより高くすることができる。
【０１２３】
また、例えば、析出条件を調整することにより、析出物（自然水用肥料）の粒径をより
好適に調整することができる。
【０１２４】
本工程で用いるアルカリは、例えば、固体や気体であってもよいが、液体であるのが好
ましく、水溶液であるのがより好ましい。

10

【０１２５】
これにより、本工程をより効率よく行うことができ、作業性をさらに向上させることが
できる。また、後処理も容易となる。
【０１２６】
本工程で用いるアルカリとしては、例えば、ＮａＯＨ、ＫＯＨ、Ｍｇ（ＯＨ）２、Ｃａ
（ＯＨ）２、Ａｌ（ＯＨ）３等の金属水酸化物、ＣａＣＯ３、ＭｇＣＯ３等の金属炭酸塩
、アンモニア、トリエチルアミン、アニリン等のアミン系物質等が挙げられ、これらから
選択される１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１２７】
本工程においてアルカリを液体として用いる場合、当該液体のｐＨは、１０以上である
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のが好ましく、１１以上であるのがより好ましく、１２以上１４以下であるのがさらに好
ましい。
【０１２８】
これにより、本工程の終了時（アルカリ処理後）におけるｐＨをより好適に調整するこ
とができる。
【０１２９】
また、本工程の終了時（アルカリ処理後）における液相のｐＨは、４．０以上１１以下
であるのが好ましく、５．０以上１０以下であるのがより好ましく、５．５以上９．０以
下であるのがさらに好ましい。
【０１３０】
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これにより、ｐＨの上昇に用いる材料の使用量が必要以上に多くなることを防止しつつ
、溶解性塩をより効率よく析出させることができる。また、析出する溶解性塩の粒径等の
調整等がより容易となる。
【０１３１】
《２−２》難溶性リン化合物をアルカリで溶解する場合
以下の説明では、前述した「《２−１》難溶性リン化合物を酸で溶解する場合」との相
違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１３２】
《２−２−１》
難溶性リン化合物を含む被処理物と、アルカリ溶液とを混合する。
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これにより、被処理物中に含まれる、水に対して難溶性のリン化合物（難溶性リン化合
物）をアルカリに好適に溶解させることができる。その一方で、汚泥灰のような被処理物
に含まれる重金属は、一般に、アルカリには、溶解しにくい。その結果、自然水用肥料に
利用可能な有用物質としてのリンと、重金属とを好適に分離することができる。また、最
終的な固体廃棄物（産業廃棄物）を少なくすることができる。
【０１３３】
難溶性リン化合物をアルカリに溶解した後の液相のｐＨは、６．０以上１４以下である
のが好ましく、７．０以上１３以下であるのがより好ましく、８．０以上１２以下である
のがさらに好ましい。
【０１３４】
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これにより、例えば、後の溶解性塩の析出の処理に用いるアルカリ性物質の使用量を抑
制しつつ、前述した効果がより顕著に発揮される。また、自然水用肥料の製造に伴い生じ
る廃液量が必要以上に多くなることを効果的に防止することができる。
【０１３５】
本工程で、用いるアルカリは、例えば、固体や気体であってもよいが、液体であるのが
好ましく、水溶液であるのがより好ましい。
【０１３６】
これにより、本工程をより効率よく行うことができ、作業性をさらに向上させることが
できる。また、後処理も容易となる。
【０１３７】

10

本工程で用いるアルカリとしては、例えば、ＮａＯＨ、ＫＯＨ、Ｍｇ（ＯＨ）２、Ｃａ
（ＯＨ）２、Ａｌ（ＯＨ）３等の金属水酸化物、ＣａＣＯ３、ＭｇＣＯ３等の金属炭酸塩
、アンモニア、トリエチルアミン、アニリン等のアミン系物質等が挙げられ、これらから
選択される１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１３８】
本工程においてアルカリを液体として用いる場合、当該液体のｐＨは、８以上であるの
が好ましく、１１以上であるのがより好ましく、１２以上１４以下であるのがさらに好ま
しい。
【０１３９】
これにより、例えば、後の溶解性塩の析出の処理に用いる酸性物質の使用量を抑制しつ
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つ、前述した効果がより顕著に発揮される。また、自然水用肥料の製造に伴い生じる廃液
量が必要以上に多くなることを効果的に防止することができる。
【０１４０】
《２−２−２》
上記のようにして得られた、難溶性リン化合物をアルカリで溶解した被処理物液体に、
固体状の反応性イオン性物質（アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および
／または塩）を接触させる。
【０１４１】
本工程においては、難溶性リン化合物をアルカリで溶解した被処理物液体に、固体状態
の反応性イオン性物質を添加し、混合するのが好ましい。
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【０１４２】
これにより、被処理物液体と反応性イオン性物質とをより効率よく接触させることがで
き、反応効率をより向上させることができる。
【０１４３】
《２−２−３》
被処理物と、反応性イオン性物質とを十分に混合した後、濃縮、乾燥等の処理を行い、
溶媒を蒸発させることにより、溶解性塩（例えば、リン酸ナトリウム、リン酸カルシウム
等）を含む固体を得ることができる。
【０１４４】
被処理物液体と、反応性イオン性物質とを十分に混合した後、混合物のｐＨを変化させ
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て、リン酸系化合物の塩を析出させるのが好ましい。
【０１４５】
具体的には、被処理物に含まれる難溶性リン化合物をアルカリで溶解した場合、混合物
のｐＨを低下させることにより、リンを含む化合物を析出させることができる。特に、リ
ンをリン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩（例えば、リン酸ナト
リウム、リン酸カルシウム等）として析出させる。
【０１４６】
これにより、析出物を固液分離して自然水用肥料を得る場合において、自然水用肥料中
における目的とする溶解性塩以外の成分の含有率が必要以上に高くなりすぎることをより
効果的に防止することができ、自然水用肥料の機能をより高くすることができる。
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【０１４７】
また、例えば、析出条件を調整することにより、析出物（自然水用肥料）の粒径をより
好適に調整することができる。
【０１４８】
本工程で用いる酸は、例えば、固体や気体であってもよいが、液体であるのが好ましく
、水溶液であるのがより好ましい。
【０１４９】
これにより、本工程をより効率よく行うことができ、作業性をさらに向上させることが
できる。また、後処理も容易となる。
【０１５０】
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本工程で用いる酸としては、例えば、硫酸、硝酸、塩化水素、酢酸等が挙げられ、これ
らから選択される１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１５１】
本工程において酸を液体として用いる場合、当該液体のｐＨは、−１．０以上６．０以
下であるのが好ましく、−０．５以上５．０以下であるのがより好ましく、０以上３．０
以下であるのがさらに好ましい。
【０１５２】
これにより、本工程の終了時（酸処理後）におけるｐＨをより好適に調整することがで
きる。
【０１５３】
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本段階の終了時（酸処理後）における液相のｐＨは、３．０以上１１以下であるのが好
ましく、５．０以上１０以下であるのがより好ましく、５．５以上９．０以下であるのが
さらに好ましい。
【０１５４】
これにより、ｐＨの上昇に用いる材料の使用量が必要以上に多くなることを防止しつつ
、溶解性塩をより効率よく析出させることができる。また、析出する溶解性塩の粒径等の
調整等がより容易となる。
【０１５５】
そして、本実施形態では、上記の「《２−１》難溶性リン化合物を酸で溶解する場合」
または「《２−２》難溶性リン化合物をアルカリで溶解する場合」で説明した処理を行っ
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た後、析出されたリン酸系化合物の塩を含む液体に対し、固液分離を行い、析出したリン
酸系化合物の塩を含む固相を、液体成分と分離する。
【０１５６】
固液分離の方法は、特に限定されないが、例えば、デカンテーション、ろ過、遠心分離
等が挙げられ、複数の方法を組み合わせて行ってもよい。
【０１５７】
また、必要に応じて、分離された固相を水等により洗浄してもよい。
分離された固相に対して、加熱処理を行うのが好ましい。
【０１５８】
これにより、自然水用肥料の製造に要するエネルギー量を削減しつつ、リン酸等のリン
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化合物とアルカリ金属または第２族元素との間で、より効率よく化学結合を形成させるこ
とができ、短時間で効率よく自然水用肥料を製造することができる。
【０１５９】
加熱処理の方法および条件は、上述した第１実施形態における加熱処理の方法および条
件と同様にすることができる。
【０１６０】
＜第３実施形態＞
次に、本発明の自然水用肥料の製造方法の第３実施形態について説明する。
【０１６１】
以下、本発明の自然水用肥料の製造方法の第３実施形態について説明するが、前述した
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実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１６２】
本実施形態の自然水用肥料の製造方法は、難溶性リン化合物（水に対して難溶性のリン
化合物）を含む被処理物と、反応性イオン性物質（アルカリ金属および／または第２族元
素の水酸化物および／または塩）を含む溶液とを接触させ、溶解性塩（リン酸系化合物の
アルカリ金属塩および／または第２族元素塩）を得る工程を有する。
【０１６３】
すなわち、前述した実施形態では、反応性イオン性物質を、固相のまま、難溶性リン化
合物を含む被処理物と接触させていたのに対し、本実施形態では、反応性イオン性物質を
溶解した溶液（液相）として用いている。

10

【０１６４】
これにより、被処理物に含まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反応性をより
効果的に向上させることができる。
【０１６５】
反応性イオン性物質を含む溶液は、水溶液であるのが好ましい。
これにより、反応性イオン性物質をより効率よく溶解、電離させることができる。
【０１６６】
反応性イオン性物質を含む溶液は、酸またはアルカリを含む溶液であるのが好ましい。
これにより、本工程の反応終了後に被処理物と溶液との混合物のｐＨを変化させること
で、溶解性塩をより効率よく析出させることができる。
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【０１６７】
また、反応性イオン性物質を含む組成物は、反応性イオン性物質としてアルカリ金属お
よび／または第２族元素の塩を含むとともに、酸性物質を含んでいるのが好ましい。
【０１６８】
これにより、被処理物と反応性イオン性物質との反応をより好適に進行させることがで
きる。
前記酸性物質としては、例えば、塩化水素、硫酸等が挙げられる。
【０１６９】
溶液が、《３−１》酸を含む場合と、《３−２》アルカリを含む場合とについて、それ
ぞれ説明する。
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【０１７０】
《３−１》溶液が酸を含む場合
溶液は、反応性イオン性物質と酸とを含む酸溶液である。
【０１７１】
反応性イオン性物質と酸とを含む酸溶液のｐＨは、−１．０以上６．０以下であるのが
好ましく、−０．５以上５．０以下であるのがより好ましく、０以上３．０以下であるの
がさらに好ましい。
これにより、前述した効果がより顕著に発揮される。
【０１７２】
本工程で用いる酸としては、例えば、硫酸、硝酸、塩化水素、酢酸等が挙げられ、これ
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らから選択される１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１７３】
これにより、安全性を確保しつつ、酸の使用量を抑制し、本工程を効率よく行うことが
できる。
【０１７４】
被処理物と混合される酸溶液中の反応性イオン性物質の含有量を調整することにより、
溶解性塩の析出量を好適に調節することができる。
【０１７５】
《３−２》溶液がアルカリを含む場合
溶液は、反応性イオン性物質とアルカリとを含むアルカリ溶液である。
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【０１７６】
反応性イオン性物質とアルカリとを含むアルカリ溶液のｐＨは、７．１以上１４以下で
あるのが好ましく、７．５以上１３以下であるのがより好ましく、８．０以上１２以下で
あるのがさらに好ましい。
【０１７７】
被処理物と混合されるアルカリ溶液中の反応性イオン性物質の含有量を調整することに
より、溶解性塩の析出量を好適に調節することができる。
【０１７８】
そして、本実施形態では、上記の「《３−１》溶液が酸を含む場合」または「《３−２
》溶液がアルカリを含む場合」で説明した処理を行った後、上記のようにして得られた反
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応性イオン性物質を含む溶液（酸溶液またはアルカリ溶液）に、被処理物を固相で接触さ
せる。
【０１７９】
反応性イオン性物質を含む溶液に、被処理物を添加し、混合するのが好ましい。
これにより、反応性イオン性物質を含む溶液と被処理物とをより効率よく接触させるこ
とができ、反応効率をより向上させることができる。
【０１８０】
反応性イオン性物質を含む溶液中における反応性イオン性物質の濃度は、１質量％以上
であるのが好ましく、５質量％以上５０質量％以下であるのがより好ましく、２０質量％
以上３０質量％以下であるのがさらに好ましい。
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【０１８１】
被処理物と溶液との混合物の温度（反応温度）は、５℃以上１００℃以下であるのが好
ましく、１０℃以上８０℃以下であるのがより好ましい。
これにより、反応が促進され、反応をより効率よく進行させることができる。
【０１８２】
被処理物と、反応性イオン性物質を含む溶液とを十分に混合した後、濃縮、乾燥等の処
理を行い、溶媒を蒸発させることにより、溶解性塩（例えば、リン酸ナトリウム、リン酸
カルシウム等）を含む固相を得ることができる。
【０１８３】
被処理物と、反応性イオン性物質を含む溶液とを十分に混合した後、混合物のｐＨを変
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化させて、溶解性塩を析出させてもよい。
【０１８４】
具体的には、反応性イオン性物質を酸で溶解した場合には、混合物のｐＨを上昇させる
ことにより、溶解性塩を析出させることができる。
【０１８５】
また、反応性イオン性物質をアルカリで溶解した場合には、混合物のｐＨを下降させる
ことにより、溶解性塩を析出させることができる。
【０１８６】
混合物のｐＨを変化させることにより溶解性塩を析出させる方法および条件は、第２実
施形態で説明した析出処理の方法および条件と同様にすることができる。
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【０１８７】
そして、析出されたリン酸系化合物の塩を含む液体に対し、固液分離を行い、析出した
リン酸系化合物の塩を含む固相を、液体成分と分離する。
【０１８８】
固液分離の方法は、特に限定されないが、例えば、デカンテーション、ろ過、遠心分離
等が挙げられ、複数の方法を組み合わせて行ってもよい。
【０１８９】
また、必要に応じて、分離された固相を水等により洗浄してもよい。
分離された固相に対して、加熱処理を行うのが好ましい。
【０１９０】
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これにより、自然水用肥料の製造に要するエネルギー量を削減しつつ、リン酸等のリン
化合物とアルカリ金属または第２族元素との間で、より効率よく化学結合を形成させるこ
とができ、短時間で効率よく自然水用肥料を製造することができる。
【０１９１】
＜第４実施形態＞
次に、本発明の自然水用肥料の製造方法の第４実施形態について説明する。
【０１９２】
以下、本発明の自然水用肥料の製造方法の第４実施形態について説明するが、前述した
実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１９３】

10

本実施形態の自然水用肥料の製造方法は、難溶性リン化合物（水に対して難溶性のリン
化合物）を酸またはアルカリで溶解した被処理物と、反応性イオン性物質（アルカリ金属
および／または第２族元素の水酸化物および／または塩）を含む溶液とを接触させ、溶解
性塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩）を得る工程を有す
る。
【０１９４】
すなわち、前述した実施形態では、被処理物、反応性イオン性物質のうち少なくとも一
方を固相のまま用いていたのに対し、本実施形態では、被処理物および反応性イオン性物
質を液相（溶液）として用いている。
【０１９５】
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これにより、被処理物に含まれるリン化合物と、反応性イオン性物質との反応性をさら
に効果的に向上させることができる。
【０１９６】
難溶性リン化合物を酸またはアルカリで溶解した被処理物は、前記第２実施形態で説明
したのと同様の条件を満足するのが好ましく、反応性イオン性物質を含む溶液は、前記第
３実施形態で説明したのと同様の条件を満足するのが好ましい。
【０１９７】
［自然水用肥料］
本発明に係る自然水用肥料は、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族
元素塩である溶解性塩を含む。
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【０１９８】
そして、本発明に係る自然水用肥料は、前述した方法を用いて好適に製造することがで
きる。
【０１９９】
自然水用肥料において、溶解性塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第
２族元素塩）は、ＮａまたはＣａを含む塩を含むのが好ましく、ＮａｘＰｙＯｚ、Ｃａｘ
ＰｙＯｚで表される塩（式中、ｘ，ｙ，ｚはそれぞれ１以上の整数である。）を含むのが
より好ましく、Ｎａ３ＰＯ４、Ｎａ４Ｐ２Ｏ７、Ｃａ３（ＰＯ４）２よりなる群から選ば
れる１種または２種以上を含むのがさらに好ましい。また、自然水用肥料は、ＣａＨＰＯ
４、Ｃａ（Ｈ２ＰＯ４）２、ＮａＨ２ＰＯ４、Ｎａ２ＨＰＯ４等のリン酸水素系化合物の
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塩も含んでもよい。
【０２００】
自然水用肥料は、上述したような溶解性塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／
または第２族元素塩）以外の成分を含んでいてもよい。
【０２０１】
ただし、自然水用肥料中における溶解性塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／
または第２族元素塩）以外の成分の含有率は、６０質量％以下であるのが好ましく、４０
質量％以下であるのがより好ましく、１０質量％以下であるのがさらに好ましい。
これにより、前述したような効果がより顕著に発揮される。
【０２０２】
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特に、自然水用肥料中における難溶性リン化合物（リン酸アルミニウム、リン酸鉄等）
の含有率は、６０質量％以下であるのが好ましく、３０質量％以下であるのがより好まし
く、１０質量％以下であるのがさらに好ましい。
これにより、前述したような効果がより顕著に発揮される。
【０２０３】
また、自然水用肥料中における溶解性塩（リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／ま
たは第２族元素塩）の含有率は、３０質量％以上であるのが好ましく、７０質量％以上で
あるのがより好ましく、８０質量％以上であるのがさらに好ましい。
これにより、前述したような効果がより顕著に発揮される。
【０２０４】
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本発明に係る自然水用肥料は、水に対する溶解度が調節できるようにされており、例え
ば、自然水中で徐々に溶解する性質（徐放性）を有するものとすることができる。したが
って、自然水中に提供されることによって、海藻等の栄養分となるリン成分が長期間にわ
たって溶出し、貧栄養の自然水環境を富栄養化することができ、長期間にわたってその効
果を持続することができる。
【０２０５】
特に、自然水用肥料は、リン酸系化合物のナトリウム塩と、リン酸系化合物のカルシウ
ム塩との両方を含むのが好ましい。
【０２０６】
リン酸系化合物のナトリウム塩と、リン酸系化合物のカルシウム塩とは、水に対する溶
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解性が異なるため、これらを組み合わせることで、自然水に対する溶解性の調整をより好
適に行うことができる。例えば、自然水への適用後の初期段階におけるリン成分（溶解性
塩）の溶出量を比較的高いものとしつつ、自然水への適用後から比較的長期間経過した後
のリン成分（溶解性塩）の溶出量も比較的高くすることができる。
【０２０７】
自然水用肥料中における、Ｎａの含有率をＸＮａ［ｍｏｌ％］、自然水用肥料中におけ
るＣａの含有率をＸＣａ［ｍｏｌ％］としたとき、０．０１≦ＸＣａ／ＸＮａ≦１００の
関係を満足するのが好ましく、０．１≦ＸＣａ／ＸＮａ≦１０の関係を満足するのがより
好ましい。
これにより、上述した効果がより顕著に発揮される。
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【０２０８】
１ｇの自然水用肥料を、５００ｍＬの３．５質量％塩化ナトリウム水溶液に添加して２
５℃で静置した際の、５時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ１［
％］、７２０時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ２［％］とした
とき、１．１≦Ｄ２／Ｄ１≦１００の関係を満足するのが好ましく、２．０≦Ｄ２／Ｄ１
≦８０の関係を満足するのがより好ましい。
【０２０９】
これにより、長期間にわたってより好適にリンを溶出することができ、自然水用肥料と
しての効果を長期間にわたってより好適に発揮することができる。
【０２１０】
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ここで、前記Ｄ２は、１％以上９８％以下であるのが好ましく、２％以上９０％以下で
あるのがより好ましい。
【０２１１】
これにより、長期間にわたってさらに好適にリンを溶出することができ、自然水用肥料
としての効果を長期間にわたってさらに好適に発揮することができる。
【０２１２】
また、自然水用肥料中におけるＦｅの含有率とＡｌの含有率との和をＸＡ［質量％］、
自然水用肥料中におけるアルカリ金属の含有率と第２族元素の含有率との和をＸＢ［質量
％］としたとき、０．１≦ＸＢ／ＸＡ≦１０の関係を満足するのが好ましく、０．２≦Ｘ
Ｂ／ＸＡ≦５の関係を満足するのがより好ましく、０．５≦ＸＢ／ＸＡ≦３の関係を満足
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するのがさらに好ましい。
【０２１３】
これにより、長期間にわたってさらに好適にリンを溶出することができ、自然水用肥料
としての効果を長期間にわたってさらに好適に発揮することができる。
【０２１４】
自然水用肥料は、いかなる形状であってもよいが、粒状をなしているのが好ましい。
これにより、自然水用肥料の取り扱いがより容易となる。
【０２１５】
自然水用肥料が粒状をなしている場合、自然水用肥料が用いられる目的および環境によ
って、粒径を調節することができる。自然水用肥料の粒径や、自然水中への投与形態を変
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えることによって、溶出期間等も好適に調節することができる。
【０２１６】
自然水用肥料が粒状をなす場合、要求される自然水用肥料の持続時間等によって異なる
が、その平均粒径は、１μｍ以上１．０ｍ以下であるのが好ましく、２ｍｍ以上５００ｍ
ｍ以下であるのがより好ましい。
【０２１７】
これにより、自然水中における自然水用肥料の溶解速度等をより好適に調整することが
できる。
【０２１８】
自然水用肥料の自然水中への投与形態は、自然水と接触する状態で投与されるものであ

20

れば特に限定されず、例えば、自然水用肥料をそのまま自然水中に直接投入すること、自
然水用肥料を土または砂利等に混ぜて海底等に敷設すること等により投与される。
【０２１９】
また、自然水用肥料は、自然水用肥料の大きさよりも小さい開口部を有する容器に収容
した状態で、自然水に適用してもよい。
【０２２０】
これにより、例えば、水流等の影響で、固体状の自然水用肥料が必要以上に広範囲に拡
散してしまい、所望の領域において十分な効果が得られなくなってしまうことをより確実
に防止することができる。
前記容器としては、例えば、メッシュを有する袋体を用いてもよい。

30

【０２２１】
袋体の構成材料は、特に限定されないが、ポリ乳酸等の生分解性の高分子材料であるの
が好ましい。
【０２２２】
また、自然水用肥料は、例えば、護岸ブロック、消波ブロック、人工魚礁、堤防等の、
自然水に接した状態で設置される構造体、特に、コンクリート製の大型固定物または建造
物の全体または一部に含まれた状態で用いられるものであってもよい。
【０２２３】
これにより、自然水用肥料が海流、水流等で流されることがより効果的に防止される。
また、コンクリート等に含まれることによって、徐々に溶解する性質をさらに効果的に発

40

揮することができ、さらに長期間にわたって効果を持続させることができる。
【０２２４】
自然水用肥料は、前記構造体の全体に含まれていてもよいし、前記構造体の一部（ただ
し、自然水と接触し得る部位）のみに含まれていてもよい。
【０２２５】
構造体を製造する際に、原料となるコンクリート等に混合することにより、自然水用肥
料が混合された構造体とすることができる。
【０２２６】
また、前記構造体は、その表面に、自然水用肥料を含む組成物を付着させたものであっ
てもよい。また、自然水用肥料（前記構造体）は、自然水と接触し得るものであれば、地
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中に埋設して用いるものであってもよい。
【０２２７】
これにより、例えば、自然水に接触し得る部位にすでに設置されている構造体や、すで
に製造された設置前の構造体（例えば、設置準備中の構造体等）等にも、好適に適用する
ことができ、コストや手間の観点からも有利である。また、リン成分の溶出が進み、自然
水用肥料としての効果が低下してきた場合にも、自然水用肥料を含む組成物を再付着させ
ることにより、所望の期間だけ、自然水用肥料を延長させることができる。また、自然水
に適用した場合のリン成分（溶解性塩）の溶出量や海藻等の生育条件によって、自然水用
肥料を含む組成物の付着量や組成物の組成の調整を行うことができ、より好ましい環境を
作り上げることができる。また、万が一、リン成分（溶解性塩）の溶出量が過剰となった
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場合に、残存する自然水用肥料の回収も比較的容易に行うことができる。
【０２２８】
また、母材となる構造体への、自然水用肥料を含む組成物の付着は、例えば、塗装法に
より好適に行うことができる。
【０２２９】
以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、これらに限定されるも
のではない。
【０２３０】
例えば、本発明の自然水用肥料の製造方法は、前述した工程以外の工程（例えば、前処
理工程、中間処理工程、後処理工程等）を有していてもよい。
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【０２３１】
より具体的には、本発明の自然水用肥料の製造方法は、前処理工程として、例えば、被
処理物と反応性イオン性物質を含む組成物との反応に先立って、被処理物と当該組成物と
を混練、圧縮成形等により、これらの混合物を所定の形状（ペレット状、ブリケット状）
に成形する工程を有していてもよい。また、被処理物に対して精製処理、消化処理等を施
す前処理工程を有していてもよい。また、本発明の自然水用肥料の製造方法は、中間処理
工程や後処理工程として、異なる条件で製造された自然水用肥料を混合する工程を有して
いてもよい。また、本発明の自然水用肥料の製造方法は、反応により得られた自然水用肥
料を粉砕する工程を有していてもよい。
【実施例】

30

【０２３２】
以下、本発明を具体的な実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明はこれに限定され
るものではない。
【０２３３】
＜１＞自然水用肥料の製造
（実施例１）
まず、被処理物としての汚泥灰を用意した。この汚泥灰は、リンに加え、Ｆｅ、Ａｌを
含んでいた。
【０２３４】
次に、３００ｍＬの三角フラスコに水（純水）５０ｍＬを入れ、８０℃で加熱した後、
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反応性イオン性物質としての炭酸ナトリウム５．４ｇをこの三角フラスコ内に添加し、撹
拌した。
【０２３５】
次に、上記の炭酸ナトリウム水溶液に汚泥灰１０ｇを加え、マグネットスターラーを用
いて４０分間撹拌した。これにより、３５質量％の炭酸ナトリウム添加試料を調製した。
【０２３６】
撹拌終了後に、乾燥等の処理を行い、溶媒（水分）を除去するとともに、固相部分に対
し、１２０℃×１２０分間の加熱処理を行いさらに乾燥した。
【０２３７】
その後、固相部分に焼成処理を施した。焼成処理は、まず、室温から２００℃までは昇
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温速度：１０℃／分で昇温し、２００℃で２時間保持し、次いで、８００℃（最高焼成温
度）まで昇温速度：２０℃／分で昇温し、８００℃（最高焼成温度）で２時間保持し、次
いで、２００℃まで、降温速度：５℃／分で降温し、２００℃で２時間保持し、その後、
室温まで、降温速度：１０℃／分で降温することにより行った。
これにより、自然水用肥料を得た。
【０２３８】
（実施例２）
炭酸ナトリウム水溶液の濃度を２０質量％に変更した以外は、前記実施例１と同様にし
て自然水用肥料を製造した。
【０２３９】

10

（実施例３）
炭酸ナトリウム水溶液の濃度を２５質量％に変更した以外は、前記実施例１と同様にし
て自然水用肥料を製造した。
【０２４０】
（実施例４）
炭酸ナトリウム水溶液の濃度を３０質量％に変更した以外は、前記実施例１と同様にし
て自然水用肥料を製造した。
【０２４１】
（実施例５）
炭酸ナトリウム水溶液の濃度を３５質量％に変更した以外は、前記実施例１と同様にし
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て自然水用肥料を製造した。
【０２４２】
（実施例６）
まず、被処理物としての汚泥灰を用意した。この汚泥灰は、リンに加え、Ｆｅ、Ａｌを
含んでいた。
【０２４３】
次に、３００ｍＬの三角フラスコに水（純水）１００ｍＬを入れ、８０℃で加熱した後
、反応性イオン性物質としての炭酸カルシウム５．４ｇをこの三角フラスコ内に添加し、
撹拌した。
【０２４４】
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次に、上記の炭酸ナトリウム水溶液に汚泥灰１０ｇを加え、マグネットスターラーを用
いて４０分間撹拌した。これにより、２０質量％の炭酸カルシウム添加試料を調製した。
【０２４５】
撹拌終了後に、乾燥等の処理を行い、溶媒（水分）を除去するとともに、固相部分に対
し、１２０℃×１２０分間の加熱処理を行いさらに乾燥した。
【０２４６】
その後、固相部分に焼成処理を施した。焼成処理は、まず、室温から２００℃までは昇
温速度：１０℃／分で昇温し、２００℃で２時間保持し、次いで、８００℃（最高焼成温
度）まで昇温速度：２０℃／分で昇温し、８００℃（最高焼成温度）で２時間保持し、次
いで、２００℃まで、降温速度：５℃／分で降温し、２００℃で２時間保持し、その後、
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室温まで、降温速度：１０℃／分で降温することにより行った。
これにより、自然水用肥料を得た。
【０２４７】
（実施例７）
炭酸カルシウムの濃度を２５質量％に変更した以外は、前記実施例６と同様にして自然
水用肥料を製造した。
【０２４８】
（実施例８）
炭酸カルシウム濃度を３０質量％に変更した以外は、前記実施例６と同様にして自然水
用肥料を製造した。
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【０２４９】
（実施例９）
炭酸カルシウムの濃度を３５質量％に変更した以外は、前記実施例６と同様にして自然
水用肥料を製造した。
【０２５０】
（比較例１）
汚泥灰をそのまま自然水用肥料とした。
【０２５１】
なお、前記各実施例の自然水用肥料について、Ｘ線回折（ＸＲＤ）にて成分の分析を行
ったところ、実施例１〜９の自然水用肥料にはリン酸ナトリウムが含まれていることが確
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認された。また、実施例１〜９で得られた自然水用肥料は、いずれも、粒状をしており、
実施例１〜９で得られた自然水用肥料の平均粒径は、いずれも、３ｍｍ以上１０ｍｍ以下
であった。また、実施例１〜９で得られた自然水用肥料は、いずれも、溶解性塩（リン酸
系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩）の含有率が１０質量％以上であ
った。また、自然水用肥料中におけるＦｅの含有率とＡｌの含有率との和をＸＡ［質量％
］、自然水用肥料中におけるアルカリ金属の含有率と第２族元素の含有率との和をＸＢ［
質量％］としたとき、実施例１〜９の自然水用肥料では、０．１≦ＸＢ／ＸＡ≦１０の関
係を満足していた。
【０２５２】
＜２＞リンの溶出率の評価
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以上のようにして製造された各実施例および比較例の自然水用肥料１ｇを、それぞれ、
５００ｍＬの３．５質量％塩化ナトリウム水溶液に添加して、２５℃で静置した。
この際の、自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率を３０日間にわたって測定した。
【０２５３】
図１は、実施例１〜５および比較例１に係る自然水用肥料について、塩化ナトリウム水
溶液への添加からの経過日数とリン成分の溶出率との関係を示す図である。また、図２は
、実施例６〜９および比較例１に係る自然水用肥料について、塩化ナトリウム水溶液への
添加からの経過日数とリン成分の溶出率との関係を示す図である。
【０２５４】
図１、図２から明らかなように、汚泥灰をそのまま用いた比較例１では、３０日間での
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リン成分の溶出率は約０．５％であったのに対し、前記各実施例では、いずれも溶解度が
向上していることがわかる。また、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウムの濃度を変えること
によって、自然水用肥料のリンの溶出率を変更できることがわかる。より具体的には、実
施例１〜５で行った１５質量％〜３５質量％の範囲では、炭酸ナトリウム水溶液の濃度を
上げることにより、溶出率を上げることができ、５％〜５０％程度の範囲でリンの溶出率
を調節可能であった。また、実施例６〜９で行った１０質量％〜３５質量％の範囲では、
炭酸カルシウム水溶液の濃度を上げることにより、溶出率を上げることができ、１％〜５
％程度の範囲でリンの溶出率を調節可能であった。
【０２５５】
また、汚泥灰に対し炭酸ナトリウム水溶液を用いて反応を行った実施例１〜５では、い

40

ずれも、汚泥灰に対し炭酸カルシウム水溶液を用いて反応を行った実施例６〜９に比べて
、短期間でリン成分の溶出量が高くなる傾向を示していることがわかる。
【０２５６】
また、汚泥灰に対し炭酸カルシウム水溶液を用いて反応を行った実施例６〜９では、い
ずれも、汚泥灰に対し炭酸ナトリウム水溶液を用いて反応を行った実施例１〜５に比べて
、長期間経過した後でも、リン成分の溶出量が上昇し続ける傾向を示していることがわか
る。
【０２５７】
また、前記各実施例では、３０日経過以降もリンの溶出率が増加していくことが確認さ
れた。このことから、試算では２年間にわたってリン成分の溶出が可能であり、この場合

50

(25)

JP 2019‑156686 A 2019.9.19

、汚泥灰に含まれているリンの約８０％を溶出させることができると推測される。
【０２５８】
なお、実施例１の自然水用肥料、実施例６の自然水用肥料、被処理物である汚泥灰につ
いてのＸ線回折（ＸＲＤ）のチャートを図３に示す。この図から、実施例１では、溶解性
塩としてのＮａ３ＰＯ４が生成しており、実施例６では、溶解性塩としてのＣａ３（ＰＯ
４）２が生成していることが分かる。

【０２５９】
また、１ｇの自然水用肥料を、５００ｍＬの３．５質量％塩化ナトリウム水溶液に添加
して２５℃で静置した際の、５時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率を
Ｄ１［％］、７２０時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ２［％］
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としたとき、前記実施例１〜４、６〜９では、いずれも、２．２≦Ｄ２／Ｄ１≦８０の関
係を満足しており、Ｄ２の値が２％以上９０％以下の範囲内の値であった。
【０２６０】
また、汚泥灰と炭酸ナトリウムまたは炭酸カルシウムとを固相の状態で混合し、加熱処
理を行った以外は、前記各実施例と同様にして自然水用肥料を製造したところ、いずれも
優れた結果が得られた。
【０２６１】
また、汚泥灰に含まれる難溶性リン化合物を酸またはアルカリで溶解した被処理物（液
相）と、固体状態の反応性イオン性物質（炭酸ナトリウムまたは炭酸カルシウム）とを混
合し、溶媒を除去、乾燥した後、加熱処理を行った以外は、前記各実施例と同様にして自
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然水用肥料を製造したところ、いずれも優れた結果が得られた。
【０２６２】
また、汚泥灰に含まれる難溶性リン化合物を酸またはアルカリで溶解した被処理物（液
相）と、水溶液状態の反応性イオン性物質（炭酸ナトリウムまたは炭酸カルシウム）（液
相）とを混合し、溶媒を除去、乾燥した後、加熱処理を行った以外は、前記各実施例と同
様にして自然水用肥料を製造したところ、いずれも優れた結果が得られた。
【０２６３】
また、反応性イオン性物質として、Ｎａ２ＣＯ３、ＣａＣＯ３の代わりに、ＮａＯＨ、
Ｃａ（ＯＨ）２、ＣａＣｌ２およびＮａＣｌを用いた以外は、前記各実施例と同様にして
30

自然水用肥料を製造したところ、いずれも優れた結果が得られた。
【０２６４】
また、汚泥灰と反応性イオン性物質の水溶液（炭酸ナトリウム水溶液または炭酸カルシ
ウム水溶液）との混合物の温度を、５℃以上１００℃以下の範囲内で変更した以外は、前
記各実施例と同様にして自然水用肥料を製造したところ、いずれも優れた結果が得られた
。
【０２６５】
また、加熱処理の加熱温度を、１５０℃以上１５００℃以下の範囲内で変更するととも
に、加熱処理の処理時間（１５０℃以上の温度での加熱時間）を、１時間以上１００時間
以下の範囲内で変更した以外は、前記各実施例と同様にして自然水用肥料を製造したとこ

40

ろ、いずれも優れた結果が得られた。
【０２６６】
反応性イオン性物質を含む水溶液として、炭酸ナトリウムと炭酸カルシウムとを含む水
溶液を用い、当該水溶液（組成物）中における、Ｎａの含有率をＸＮａ
Ｃａの含有率をＸＣａ

［ｍｏｌ％］としたとき、ＸＣａ

／ＸＮａ

［ｍｏｌ％］、

の値を０．０１以

上１００以下の範囲内で変更した以外は、前記各実施例と同様にして自然水用肥料を製造
したところ、いずれも優れた結果が得られた。また、この用紙にて得られた自然水用肥料
中における、Ｎａの含有率をＸＮａ［ｍｏｌ％］、自然水用肥料中におけるＣａの含有率
をＸＣａ［ｍｏｌ％］としたとき、ＸＣａ／ＸＮａは、０．０１以上１００以下の範囲内
の値であった。
【０２６７】
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反応性イオン性物質として炭酸ナトリウムの代わりに水酸化ナトリウムを２０質量％の
水溶液として用い、焼成温度（最高焼成温度）を４００℃〜９００℃の範囲で、種々変更
した以外は前記実施例１と同様にして自然水用肥料を製造し、当該自然水用肥料について
、前記と同様にリンの溶出率を測定することにより得られた、加熱処理における加熱温度
と、製造された自然水用肥料からのリンの溶出率との関係を図４に示す。
【０２６８】
図４から明らかなように、同一の材料を用いても、製造条件（ここでは、焼成温度）に
より、得られる自然水用肥料からのリンの溶出率が異なることが分かる。
【産業上の利用可能性】
10

【０２６９】
本発明の自然水用肥料の製造方法は、水に対して難溶性のリン化合物を含む被処理物と
、アルカリ金属および／または第２族元素の水酸化物および／または塩である反応性イオ
ン性物質を含む組成物とを接触させ、リン酸系化合物のアルカリ金属塩および／または第
２族元素塩である溶解性塩を得る工程を有する。また、本発明の自然水用肥料は、リン酸
系化合物のアルカリ金属塩および／または第２族元素塩である溶解性塩を含む自然水用肥
料であり、１ｇの自然水用肥料を、５００ｍＬの３．５質量％塩化ナトリウム水溶液に添
加して２５℃で静置した際の、５時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率
をＤ１［％］、７２０時間後における自然水用肥料中に含まれるリンの溶出率をＤ２［％
］としたとき、１．１≦Ｄ２／Ｄ１≦１００の関係を満足する。そのため、自然水中で好
適に溶解する性質を有するリン酸系化合物の塩を含有する自然水用肥料を提供することが
できる。したがって、本発明の自然水用肥料の製造方法、自然水用肥料は、産業上の利用
可能性を有する。

【図１】

【図２】
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【図４】
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