アスベスト関連物質を
原料とする蛍光体の合成

アスベストとセメントを混合した建材であり,どちら
も純度の点から考えると取り扱いやすい廃棄物であ
る.次に,発光という人が認知しやすい物性を示すこ
とから,リサイクルに対する認識が高まるという点が
ある.公共施設の照明に,アスベストからリサイクル
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した蛍光体が使用されていれば,一般の人たちのリサ
イクルに対する関心も高まるだろう.そして,黄後の
ポイントであるが,希土類蛍光体であれば少量の不純
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物は特性に大きな影響を与えないということが挙げら
れる.このことには,多くの他分野の研究者は驚かれ
るかもしれない.高エネルギーの電子線や真空紫外線
(およそ波長200ilnl以下の高エネルギー紫外線)のよ
うな極端に大きなエネルギーを持つ励起源を使用しな

1.はじめに

い限り,希土類を発光イオンとする酸化物蛍光体の母
体のバンドギャップは.励起エネルギーと比較して十
分に大きく,希土類周辺の電子状態のみが励起と発光

「アスベストを原料として蛍光体を合成したい」と

に寄与することになる.希土類の発光に関連する4r

言うと, 「なぜ.そんな危険なもので蛍光体を作る
の? そもそもアスベストなんかで蛍光体が合成でき

電子軌道は外殻の5S/5p電子軌道により遮蔽されてい
るために,周りの結晶からの影響を受けにくい2).そ

るの?」というのが多くの人たちの反応である.アス
ベストの有害性は,すでに詳しく説明されているよう

のため,少ii:の不純物が導入されても,希土類蛍光体
は依然として高い発光効率を保ち続ける3'.もちろん,

に,組成による毒性ではなく特異な繊維状の形態によ

不純物による欠陥や着色は発光効率を低下させるの

るものである.そのため,アスベスト廃材をリサイク

で,不純物が少ない方が望ましいのは確かである.し

ルするためには,アスベストの繊維形態を消滅させる

かし,アスベスト程度の純度であれば発光する希土類

ことが必要である.本特集号でも述べられているよう

蛍光体を作るのは固刺は仕事ではない.

に多くの処理技術が研究されているが,現在認められ
ている具体的な無害化処理の方法は溶融処理というこ

本稿では,アスベスト関連材料を原料とする蛍光体
合成についての筆者らの取り組みの一部について紹介

とになる''.また,非飛散性のアスベスト含有材料は,

する.

その大半が最終処分場で埋め立て処分されている.寿
命を迎えたアスベスト含有建材を用いた建築物が今後
の20年ほどに増加することと昨今のアスベスト問題
に対する過剰な対応から,近い将来に溶融炉や埋め立
て最終処分場が逼迫することが考えられる.現在の処
理は,性善説に基づき適切に処理されると考えること
が前提であるが,過大な処理コストに耐えかねた業者
が飛散性アスベストを溶融処理せず埋め立てするなど
の問題を起こした場合には建材として固定化されてい
るよりも危険な状況になることもありえる.そこで,
経済的に見合うアスベスト廃材をリサイクルするシス
テムを早急に構築する必要がある.
なぜ,リサイクルの日的材料として蛍光体を選択し
たかであるが,大きく三つの理由がある.まず,蛍光
体が比較的に付加価値の高い材料であることが挙げら
れる.アスベストを一括して回収する事業を公共団体
が運営すれば,アスベスト廃材を格安の原料として利
用できる.現在のアスベスト廃棄物の90%以上は,
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2.蛇紋岩を利用する長残光蛍光体の合成
本研究は,資源環境技術総合研究所(現在,産業技
術総合研究所)の小菅勝典,西須佳宏,小林幹男氏ら
との共同研究により行われたものである.まず図1に
示すAkermanite型構造を持つ長残光蛍光体を天然鉱
石である蛇紋岩から合成した.この結晶構造において
発光イオンの存在するアルカリ土類のサイトは,ケイ
素およびマグネシウムイオンで形成される骨格構造の
間で二次元的に配列している1'.このことは,天然鉱
物である蛇紋岩に含まれる主な不純物である遷移金属
不純物は,イオン半径の類似しているケイ素およびマ
グネシウムイオンで形成される骨格構造中に取り込ま
れ,発光イオンサイトと空間的に分離しており,発光
効率の低下を抑制できるということが考えられる51.6)
そのことが,蛍光体の母体としてAkernlanite型構造
を選択した理由である.
蛇紋岩は,蛇紋石(Mg3Si205(OH).,)を主成分とす
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やニッケルなどの金属酸化物が含まれてはいるが
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図2 蛇紋岩から合成した(Sr。.wEu。.。iDy。.oi)'MgSijO了の粉末
x線回折バターン

NiOで0.01mass%が残存するだけである. 粉
蛇紋岩は薄緑色に着色しているが,酸処理後:に
が見られない.その他の原料について .は高[純度
を用いて(Sr。.gsEii。.。iDy。.。i)2MgSi207 mm成.比
ようにそれぞれ秤量し,さらにフラックス と し
に対し10mol%の酸化ホウ素を加え,アル ナ
に入れ, Ar+H2混合雰囲気下(Ar:H2‑95
おいて1200℃で6時間焼成した.
図2に,蛇紋岩から合成した(Sro.98Euo.o
■コ

る超塩基性岩で,国内に大量に存在する数少ない鉱物
資源である.このため,マグネシウム分の活用を図る
ため酸溶解をはじめ多くの処理プロセスが検討されて

は,無害であるアンチゴライトを主成分とする.これ

MgSi207のX線回折パターンを高純度原料か ら
た試料と比較して示す.不純物として, Mg2SiO<
られるが,目的の蛍光体が合成できている. 蛇
精製は硫酸によるマグネシウムの溶出によ る
個々の粉末中に含まれる不純物やマグ・'ネシ・ウ ム
分布の不均一性が不純物の発生の原因=二な・つ て
考えられる.それ以外の相違轟として:は粉:末 の
り,高純度原料の試料は淡黄緑色を してし る
し,蛇紋岩を原料とした試料では薄し ・灰色・で あ

は,実験者の安全を考えたからである.そのため,正

も多い不純物である鉄を添加した試料でも 強 Ll

権にはアスベストを利用した.蛍光体合成ではないが,
組成はクリソタイルと同一であり,また蛇紋岩の化学
処理はアスベストクリソタイルにも適用可能であるこ

見られないことから,この灰色の着色は最 ち 多

きた7).しかしながら,従来までマグネシウム以外の
成分についての有効利用は,ほとんど考慮さTLていな
かった.蛇紋岩の主要構成成分としては,アンチゴラ
イト,クリソタイル,リザルダイトがあり,繊維状の
クリソタイルはアスベストとして利用されている.令
回,使用した蛇紋岩は,東邦オリビン工業採掘品であ
る高知県高岡郡日高産の鉱石を使用した.この蛇紋岩

vl

▼

とが,すでに確認されている7).8)
実験については,下記のように行った.蛇紋岩を200
メッシュ以下に粉砕したあと,余分な鉱分を取り除く
ため硫酸により酸処理を行い, MgO:Si02がモル比

864

「

不純物だけではなく,ニッケルのよう な少 立 の
から発生していると推定される.図3 ヨ318 .∠ゝ
ロ 物

および発光スペクトルを,図4に発光の減衰曲線
す.蛇紋岩鉱石より合成した化合物の発光強度は
純度試料の約1/2となっている.強い着色を考慮
ば蛇紋岩由来の試料の発光効率は非常に高い.
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図5 アスベスト廃材原料から合成した蛍光体試料の粉末
x線回折バターン

図4 蛇紋岩より合成した蛍光体の発光減衰曲線

実験については,アスベスト廃材を重量比でそれぞ
れ1%および10%加え,他の成分は,すべて高純度原

は,前述の希土類蛍光体の特徴と一致する.残光輝度
の時間依存性は,高純度試料に比べ2桁程度低い値を
示した.これは,着色が原因ではなく,ごく微量含ま
れているアルミ成分が原因であることが最近わかって
きた.アルミニウムは,試料に付着する粘土成分およ
び長石などのアルミニウム含有の鉱石に由来する.発
光強度は,さらに蛇紋岩の酸溶解による精製を行い,

料を用いることで行った.アスベスト廃材は,特に酸
処理を行わずに使用した.これは,実験室レベルでは
i

アスベストを含有する廃水を処分することが難しく,

i

実験者の安全を考えたからである.合成は,蛇紋岩と

帥
i
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I

秤
i

着色を抑制することにより改善できることも確認でき
た. 250‑450nmにかけて非常に幅広い励起スペク
トルを示すことから,この材料は青色LEDまたは近
紫外LED励起による白色発光ダイオード用蛍光体と
して利用できる可能性がある.また,現状の蛇紋岩鉱
石より合成した化合物の残光でも目視で数分間は確認
できるほどのものであり,道路の反射塗料の代替用の
ような短残光,安価で大量使用が要求されるような用
途においては十分に使用可能である.
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できることは確認できた.次に調査しなければならな
いのは,クリソタイルを主成分とするアスベスト,そ
れも利用率の90%以上を占める建材を原料にして,
同様に蛍光体を合成できるかである.そこで,実際に
建築廃材を入手して合成実験を行った.建築廃材は,
主としてボルトランドセメントとアスベストの混合物

である.実験に当たっては,特定化学物質作業主任者
の資格を取得し,かつグローブボックス中で混合等の
作業を行うなど細心の注意を払っていることを注記し
ておきたい.
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3.アスベスト含有建材を利用する
長残光蛍光体の合成
天然鉱石である蛇紋岩を主原料として蛍光体を合成

I:

アスベスト廃材原料から合成した蛍光体の励起および
発光スペクトル
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図7 アスベスト廃材原料から合成した蛍光体の発光減衰
曲線
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図8 アスベスト廃材原料から倉成した蛍光体の励超中および励起光遮断直後の発光

同様の同相反応により行った.
図5にアスベスト廃材原料から合成した試料の粉末

V.T二.I

Ⅹ線回折パターンを示す.不純物としてMg2Si0,守
Ca.SiO,がごく微量生成するものの Akermanite型化
合物が主相で得られることがわかる.すなわち,天然
鉱石の蛇紋岩より均一性が轟く試料を合成しやすい.
励起・発光スペクトルを図6に示す.スペクトルの形
状は変化しないが,発光強度はアスベスト廃材の添加
量が増すのにつれて,低下する.これは,蛇紋岩の時
と同様に試料が灰色に着色するためであり,微量の遷
移金属不純物が影響していると考えられる.図7に発
光の減衰曲線を示す.
このデータは,蛇紋岩を原料にした場合と対照的で
ある.着色により発光強度が低下するために減衰曲線

図9 10%のアスベスト廃材原料から合成した蛍
光体のSEM画像

866

が下方にシフトするものの,減衰そのものはアスベス
ト廃材原料を使用しても変わらないことがわかる.こ
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れは蛇紋岩原料においては混在するアルミニウム含有
鉱石を除去することが困難であり,蛍光体中に残存す
るアルミニウムが長残光に影響しているのに対し,ボ
ルトランドセメントとアスベストから成る廃材ではア
ルミニウムの混入が少ないということである.すなわ

6) T. Honma. K. Toda. Z.G. Yeand M. Sato.J. Pliys. and
CJlent. Solids. 59. 1187‑93 (1998).
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ち,この試料においても酸処理を行えば,高輝度の長

10) J.S. Iくim. P.E. Jeon. 1¥H. Pgrk. H.L. Park, G.C. Kinl

残光蛍光体を合成できることが示唆されている.図8

ll)上田恭太,広崎尚萱,山元 明,解 栄軍,第305回蛍光
体同学会詐漬予稿(2005) p.37. ・̀
12) Y. Lin, Z. Zhang. Z. Tang. XD. Wang.J. ZhailgandZ.

に励起中および励起光遮断直後の発光を示す.輝度は
低いが,明確な残光を示していることがわかる.
図9にアスベスト廃材から合成した蛍光体のSEM
画像を示す.試料において,アスベスト特有の繊維状

atld T.W. Kim. Appl. PhyS. Lett.. 85. 3696‑98 (2005).

Zheng.

].

Euro.

Ceram.

Soc‥

21.

683‑85

(2001).

13) A. Komeno, Iく. Uenlatsu, K. Toda and M. Sato, /. Alloys
a‖d Co川:pd.. 408‑412. 871‑74 (2006).

14)小島 昭,藤重昌生,金属, 76, 167‑73(2006).

結晶は確認されず無害化されている.以上の結果か
ら,建材等に利用されていたアスベスト材料を原料と
して,付加価値の高い蛍光体として再利用できる可能
性があることがわかった.
筆者紹介

4.おわりに

戸田 健司(とだ けんじ)
1988年長岡技術科学大学材料開発工学専攻作
士課程修了1988年から1992年までニッポン
高度紙工業(株). 1995年新潟大学大学院自然科
学研究科物質科学専攻博士後期課程作了.日本
学術振興会未来開拓学術研究推進革帯リサーチ
アソシエート(大阪大学)を綾で 1997年よt)
新潟大工学拡助手. 2000年より新潟大大学院白
m科学研究科助教授.専門分野はソフト化学に
よる材料合成および光に関わるセラミックス材
料(蛍光体.光触媒)の評価.
[連絡先】 〒950‑2181新潟市五十嵐二の町
8050 新潟大学大学院自然科学研究科
E‑mail : ktocla色eng.migata‑u.ac.jp

今回は Aker・nianite型長残光蛍光体の合成をアス
ベスト再利用の例として挙げた.アスベストと共通す
る成分であるマグネシウムとケイ素を含む蛍光体とし
ては,プラズマディスプレイ用蛍光体CaMgSi206:
Eu2十を含めて,多くの化合物が報告されている9ト13'
酸処理などの前処理を最適化することで,これらの多
くの蛍光体の合成にアスベストを利用できると考えら
れる.また,筆者らの長近の検討で,アスベストの分
解に利用されているフロン分解物14'も希土類である
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ユーロビウムイオンをドープすることでLED用の青
色蛍光体として再利用できることがわかっている.ア
スベスト問題に関して,代替品の研究開発は盛んであ
るが,再利用,無害化処理については,まだ発展途上
のように思われる.アスベスト建材を利用した建築物
の耐用年数が近づきつつあり,今後大量のアスベスト
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を処理しなければならない.今後も,多くの研究者が
共同しての地道な開発努力を継続していく必要がある
だろう.
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