～マグネシウム取扱い安全講習会テキストからの抜粋編集資料～
8.廃棄物処理の安全対策
（略）
8.1.3 機械加工からの派生物
（略）
機械加工から発生する微細な切り粉などは第一種可燃性固体に該当するものが多く，危険物であるから適
当な処理を行い安全状態にすることが必要となる．
切粉は旋盤加工，フライス加工，ドリル加工，カッター加工，鋸切切断等刃物による切削加工で発生する
もので，乾式によるものは一般に研削加工やバフ加工の微粉は除いて再溶解は可能である．機械加工から出
る切り粉や微粉は，火災や爆発事故を引き起こす危険性が高いので保管に最善の注意が必要である．マグネ
シウム製品の機械加工による派生物の再生利用と廃棄処理系統を図 8 に示す．
機械加工

乾式切削

(旋削，
フライス，
ドリ
ル，
カッターなど)

再生利用
湿式切削

微粉

研削．
バフ
加工，
ショット

脱水乾燥

鉱物油
切り粉
水溶性油
切り粉

安全化処理
①酸化処理
(乾式)
②化学処理
a.塩化第一鉄
b.塩化第二鉄
c.塩酸

湿式集塵

産業廃
棄物

③埋設

図 8 マグネシウム製品の機械加工による派生物の再生及び廃棄系統

水溶性切削油を用いて加工を行った切粉などは小ガス着火試験の対象とならない，何故なら小着火試験は
完全な乾燥状態で行うもので，水分を含むマグネシウム切粉はすべては第一種可燃性固体に該当してしまう．
これら切粉は危険物として考え速やかに安全処理して廃棄する．廃棄せざるを得ない危険物切粉は以下の状
態のものである．
(1)再生溶解作業に危険を伴う水分を含む切り粉
(2)研削やバフ研磨加工で発生した微粉 (微粉は一般に湿式集塵機によって捕集される)
(3)異種金属の切り粉が混在するもの
(4)再利用可能な切り粉でも再溶解するほど量がまとまらず，止む無く廃棄しければならない場合
1) 安全処理までの保管
細かい切り粉などは絶えず発火や引火の危険に曝される．またその形状から湿度の高い大気に影響を受け
易く，安全な方法で管理したとしても時間の経過に伴う性状変化は予測できず，長期にわたる保管は好まし
くない．安全性を確保するために速やかに安全処理することが大切である．保管場所は雨水のかからぬ不燃
性の建家が理想で他の可燃物を置いてはいけない．換気が行き届く乾燥した状態が絶えず保てる構造とする．
様々な方法で加工された切り粉は回収可能な物と不可能な物に分別する．これらのことを考えると同じ性
状のものを保管できる容器を揃えて置く．分別はまた安全処理するとき処理条件の選定が容易となり作業が
確実に実行できる．切り粉の性状にしたがい以下の分別保管を行う．
a)乾燥切り粉
乾式切削加工した切り粉は，異種金属が混入しない限り再生が可能である．必ず鋼製のドラム缶，ペール
缶，石油缶など清浄な蓋付き鉄製容器で保管する．可燃性容器に保管してはならない．切削加工機械類はマ

グネシウム専用のものを用いる．異種金属特に多い鉄，銅などに
用いた切削加工機用いると異種金属の混入は避けられず再生不可
能な切り粉となる．マグネシウム専用の乾式旋削した切り粉の形
状を図 9 に示す．

図 9 乾式旋削切り粉

b) 湿式切り粉
水溶性切削油による切り粉は保管中重大な火災事故を引き起こすから保管は原則として行わず，速やかに
安全な状態に処理する．やむなく保管しなければならない場合は保管時間を最短とし，次の事項を厳守する．
①マグネシウム切り粉を保管する建屋は不燃構造で，マグネシウム以外の可燃物を置いてはならない．
②保管場所は雨水の絶対かからぬ通風の良い事を条件とする．
③不水溶性(鉱物油)切り粉と水溶性(切削油)切粉の混合は避け，別々の蓋付き鋼製容器に種類を明示して保管
する．
④湿式切削加工機の切削油から分離取り出した切り粉は，底部に水きり網を設置した容器に一旦移し，水分
が垂れ落ちないほど十分保持してから保管用金属製容器に移す．保管中底部に水が溜まるような不完全な
水切りは絶対避ける．
⑤水溶性切り粉の保管は蓋付き鋼製容器の上部に発生する水素ガスの放散ができる小穴を設け，火気のない
通風の良い場所に保管し速やかに廃棄処理を行う．
⑥水溶性切削油は時間の経過と共に変質し，脂肪酸などの腐食性物質を生成しマグネシウムの腐食を促進す
る．このとき水素ガスの発生と発熱が伴い自然発火の危険性は極めて高くなる．長期にわたる保管は絶対
避ける．
⑦動植物油で濡れたマグネシウム切り粉は自然発火の恐れがあるからこれも速やかに廃棄処理する．
分離槽に運ばれた水溶性切削油と切り粉を図 10 に示す，分離槽から取り出した切り粉を図 11 に示す．金
属製容器に布性網をセットしてこの中で濾過槽で分離した切削切り粉の水分を完全に除去する．布製は手
絞りが可能で水分を効率良くとの除くことができる．この場合遠心分離器を用いるとさらに良い．

濾過槽

図 10 分離槽に運ばれた水溶性切削油と切り粉

図 11 水溶性切削油から分離した切り粉

c)微粉
微粉は，グラインダー，研磨布・紙等による研削加工時に生ずる微粉で，ほとんどが真水による湿式集塵
機で回収される．集じん機で回収された微粉は泥状で研磨材を少量含んでいる．切削加工での切粉も切削条
件により微粉に近いくずが発生することがあり，これらも微粉として取り扱う．微粉は発火の危険性が特に
高いのでつぎのことに注意して速やかに湿式安全廃棄処理を行う．
①湿式集じん機より回収した微粉は原則にしたがい保管しない．
②手やすりや等で発生する乾燥状態の微粉は，清浄な乾燥状態が保てる蓋付鋼製容器に保管すれば自然発火
の危険性はない．ただし結露等で湿気を含む状態になると発火の危険性があるので可能な限り早く湿式安全
廃棄処理を行う．ヤスリなどの手作業で派生した乾式微粉を図 12 に示す．

図 12 ヤスリなどの手作業で派生した乾式微粉

③湿式集塵機で回収された微粉は，水分を含んでいるため保管中に水と反応し水素ガスを発生し、また反応
熱で自然発火する危険性高いから，速やかに湿式による安全廃棄処理を実施する．
④わずかな水分を含む微粉は裸火により容易に着火し，爆発的燃焼を起こすので保管または廃棄処分は細心
の注意を要する．静電気などの小さな火花で容易に着火するのできわめて危険である．
⑤湿式集塵機からの出た微粉は，作業終了後直ちに湿式安全処理を行う．やむなく処理できない場合は金属
容器を用い大量の水中に投入して，雨水のかからない戸外の通風の良い場所に保管して速やかに安全化処
理する．
⑥屋内に保管する場合は，不燃性建屋で通風があり他の可燃物がなく裸火の発生源のない場所とする．

8.2 切り粉の安定処理法
マグネシウムの薄片や微細な形状のものは，静電気などの小さな火花でも容易に着火するのできわめて危
険である．機械加工においては切削条件により様々な形状切粉が派生する．この微細な切り粉の混入は避け
られずこれらに着火すると瞬く間に火勢は広がり消火不可能となる．乾式切削の場合は金属缶に保管して裸
火との接触を遮断すれば安全である．
乾式機械加工では加工作業中発火の危険性が高いので湿式による水溶性切削油が用いられている．安全性
はもとより大量の切削油により切粉の排出，搬送を担い分離槽に導くことは大量生産にはとても有則な方法
である．分離回収された切り粉は水分を含むため保管中に水と反応を起こし水素ガスを発生させるのできわ
めて危険な状態となる．研削，カッター，バフ，ショット加工などから発生する微粉は湿式集塵機により捕
集されるが，水分を含むため保管は禁物である．これら再生利用できない危険な状態の切り子や微粉は安全
な状態に処理して廃棄する．代表的安全処理の種類と特徴を表 6 に取りまとめた．
表 6 代表的安全化処理の種類と特徴

種 類
塩化第一鉄
(FeCl 2)

反応は塩化第一鉄の触媒作用で緩慢に反応するため安全性と
作業性に優れているが，処理時間が長く，薬品コストは高く反応
残渣は泥状で乾燥状態が得にくい．水素ガスが発生するので通
気性の良い場所で行う

反応残渣は乾燥状態が得難く泥
状になりやすい．埋設や産廃はあ
る程度乾燥の必要がある

塩化第二鉄
(FeCl 3)

水溶液では加水分解して塩酸と水酸化鉄に分解する．初期段階
は塩酸と激しく反応するため沸騰状態にならぬよう徐々に投入，
塩酸との反応が終了した後は水酸化鉄の触媒作用で水と緩慢に
反応する．反応熱が大きいので残渣は乾燥状態が得られる．塩
化第二鉄は４０%水溶液で市販されておりコストは安価．水素ガス
が発生するので通気性の良い場所で行う

反応残渣は乾燥状態が得られや
すく埋設や産廃が可能

塩 酸 (HCl)

５～10%水溶液に処理物を沸騰状態にならぬよう徐々に投入，反
応が緩慢になったら塩酸を適量追加作業継続させる．塩酸による
作業環境に注意が必要．反応を早くすると水素ガス濃度が高くな
るので投入量をコントロールして通気性の良い場所で行う

反応残渣は塩化マグネシウム
(MgCl 2 )が主でpH調整で生活用水
路に放流できる．水溶性切削油を
用いた切粉の処理液は油分があ
り環境基準値以下に処理する．

燃 焼

川砂に適量の水分を含ませ処理物とある割合で混合したものに
着火，砂に含まれる水の分解酸素を用い緩慢に燃焼を継続させ
ることができる．どんな堆積した状態でも内部まで完全に燃焼で
きる．この燃焼は油類が付着していても燃焼熱が高いため完全燃
焼ができ，ダイオキシンの発生はなく短時間で処理が終わる

川砂は粒子が大きいので篩分け
により酸化マグネシウムと分離で
き再利用が可能．酸化マグネシウ
ムは土地改良剤として有効

*

湿式

*

乾式

処理残滓

処理の特徴

*米国国民防火協会(National Fire Protection Association)NFPANo480

(略)
8.2.2 湿式酸化処理 (化学処理 )
米国の国民防火協会 National Fire Protection Association (NFPANo480)は化学処理方法として，5%塩
化第一鉄水溶液及び 1%塩化第二鉄水溶液を用いて，マグネシウムを安全な水酸化マグネシウムに変える方法
を推奨している．処理過程で大量の水素ガスが発生するから通風の良い戸外で行う．
a) 塩化第一鉄水溶液処理 (FeCl２・4H２O)
特徴：この反応は緩慢に反応するため作業性と安全に優れているが，処理時間が長く，薬品コストが高く，
また反応残渣は泥状になり易く乾燥状態を得る条件が得にくい．
FeCl2 の触媒作用で次の反応が進行して安全な水酸化マグネシウムに変化する．
Mg＋2H２O→Mg(OH) ２＋H２↑
この反応は塩化第一鉄水溶液の濃度が進行速度に影響を及ぼす．米国の国民防火協会 NFPA の推奨する塩
化第一鉄水溶液の濃度以下では反応が弱く，切り粉は 1 日かけても完全に処理できない．そのため濃度を 5%

以上に上げて処理する必要がある．
(NFPA)推奨のマグネシウムと塩化第一鉄との比率は以下となっている．
Mg : FeCl2・2H2O = 1.0 : 0.6
これによれば 1Kg のマグネシウムに対して 12 リットルの塩化第一鉄を必要とし，24 時間で以内に処理は
完全に終了するとの記述がある．処理後の残滓は泥水状態でありそのままでは廃棄ができない．最良の条件
は粘土状か，さらに乾燥の進んだ状態で終了することが理想である．この反応は発熱反応であるから反応熱
を利用し最終段階で水分が蒸発し切る条件で行えばよい．
反応速度が速いと反応熱により温度が上がり処理液中の水が過度に蒸発し，反応が完結せず未処理のマグネ
シウムが残ることになる．適度のマグネシウム処理量及び濃度と処理液量を考慮しなければならない．参考
までに塩化第一鉄による幾つかの実施例を表 8 に示す．
表 8 塩化第一鉄溶液処理実施例(FeCl2)

この結果についてコメントすると以下のようになる．
No1 処理 : NFPA 推奨している濃度で完全にマグネシウム切り粉は処理されるが処理残滓は泥水状であり，
乾燥させてから出ないと廃棄処分ができない．
No2～No6 処理 : 濃度を高くとると温度上昇に伴い水分が蒸発して乾燥状態は得られるがマグネシウム切り
粉は完全に処理されず残る状態になりやすい．
No7 処理 : NFPA 推奨濃度以下で実験した結果，反応が弱く一日ではマグネシウム切り粉は完全に処理しき
れず残ってしまう．
No8～No10 処理 : 最終残滓を乾燥状態にするための処理液量を決めるため，濃度を高くかつ一定にして，処
理マグネシウム切り粉の量を変えた結果である．これによると処理条件として塩化第一鉄水溶液濃度 25%位
で，処理液量はマグネシウムに対して 4～6 倍が適当であることがわかる．
表 8 はマグネシウム処理量 3kg を標準に実施例した例で，マグネシウム処理量がこれより極端に多ときと
少ないとき，また合金種や性状の異なるものへはそのまま適用できない．これらを参考に処理量が異なる場
合は独自のマニュアルを作る必要がある．表 8 の塩化第一鉄使用量は無水塩化第一鉄を用いた時の数値であ
る．実際市販されている塩化第一鉄(FeCl2・4H2O)は 4 水和であり塩化第一鉄の含有量は 63.9%である．参
考に FeCl2 の分子量は 126.8 で FeCl2・4H2O は 198.8 である．

b) 塩化第二鉄水溶液処理 (FeCl3)
特徴：初期は反応が激しく起こりやがて緩慢となる，反応時は大量の熱と水素ガスを発生する．水分は反
応熱により蒸発して残渣は最終段階で乾燥状態になり易く，薬品コストが安価で処理費用は安い．塩化第二
鉄は無水 FeCl3，98%FeCl3 または 40%FeCl3aq で市販されている．
塩化第二鉄を水に溶かすと加水分解して塩酸を発生する．
2FeCl3＋6H２O→2Fe(OH) ２＋6HCl
この溶液にマグネシウムを入れると次の反応を起こし塩化マグネシウムを生成する．
3Mg＋6HCl→3MgCl２＋3H２↑
塩酸による反応が完結した後は触媒作用で次の反応が進行する．
Mg＋2H２O→Mg(OH) ２＋H２↑
初期段階は塩酸との反応で極めて激しく，吹き上がるのを注意しながら少しずつ投入する．塩酸の反応が
終了するとその後は触媒反応に変わり反応は穏やかになる．作業上の注意点を以下に示す．
*乾燥した切り粉や微紛は湿らした後投入する
*水素ガスの発生を伴うので開放された場所で行い，火気に注意をする
*塩化第二鉄処理は反応が激しいので，眼鏡、エプロン，マスク，手袋の保護具を着用する
*処理液中に廃棄物を徐々に投入し撹拌する．処理中はときどき撹拌をして均一に処理をする
*廃棄物の保管期間，形態，汚れ具合の違いにより反応性は異なる
*泡の発生が激しい場合処理液に消泡剤を添加する
*最終的に，処理が完全かどうかバーナー炎で確認する
塩化第二鉄処理の実施例を表 9 に示す．
表 9 塩化第二鉄水溶液処理実施例(FeCl3)

処理液濃度及びマグネシウムと塩化第二鉄(40%水溶液)比の計算式は以下のようになる．

処理液濃度(%)＝

塩化第二鉄とMg量比＝

塩化第二鉄量(ℓ)×比重×比重
(塩化第二鉄量(ℓ)＋水量(ℓ))
塩化第二鉄量(ℓ)×濃度×比重
マグネ使用量(Kg)

×100

試薬として市販されている塩化第二鉄は無水 FeCl3，
分子量 162.2 及び 6 水和 FeCl3・6H2O，
分子量は 270.3
の 2 種類がある．6 水和は塩化第二鉄含有量 60%である．
この表中の処理液 No4 は米国 NFPA 推奨の処理条件で，反応温度が最高 90℃と低く乾燥状態には至らず
泥水状態で反応が終結する．反応終結時に乾燥状態を得るためには処理液の温度を 100℃付近に上げる必要
がある．各処理条件と時間経過伴う温度変化の関係を図 34 に示す．処理液の濃度とその量及びマグネシウム
切り粉量が，温度に及ぼす影響があるのでこの点で考慮が必要である．また切り粉の性状で反応速度も多少
変わる点も注意する必要がある．表 9 はマグネシウム処理量が 5Kg 規模の実施例であり，マグネシウム処理
量により表中に示す一日放置後の乾燥度と反応速度が変化するので，マグネシウム処理量に準じた独自の最
適条件を事前に模索しておく必要がある．

図 34

塩化第二鉄処理液の濃度が及ぼす時間経過に伴う温度変化

処理容器は，少量処理は図 35 の 18 ㍑の燃料ボリタンク，大量処理は図 36 に示す使用済みの家庭用ポリ製
風呂桶 200 ㍑などを利用すると良い．反応初期は一面に微細な水素ガス泡が発生し,この泡がはじけるときは
塩化第二鉄液が微細な飛沫となり舞い上がるので，呼吸器や目に入らぬよう保護具を着用すること．次第に
反応が進むと,泡はぶくぶくと上部まで盛り上がり，自重で潰れを繰り返しながら反応は進行し乾燥状態にい
たる．処理液の色は始めに塩化第二鉄の茶褐色を呈するが，反応中期は水素により還元され緑みを呈するよ
うになる．この段階で反応は塩化第一鉄で処理した場合と同じになる．乾燥状態に近づくと空気の酸化によ
り第二鉄の茶褐色に戻る．

図 35 少量処理は 18ℓのポリ容器

図 36 大量処理は家庭用ポリ製風呂桶

沸騰状態から安
定状態の反応

乾燥状態

図 37 反応進行中の水素ガス泡

図 38 乾燥状態の酸化マグネシウム

塩化第一鉄および塩化第二鉄による処理が完全に終了しているかを確認するため，処理残渣をガスバーナ
ー焔により燃焼を確認するか，
塩酸 5%程度の水溶液に残滓を投入して水素ガス発生の有無を確認する．
NFPA
によれば処理終了後の残滓中に残るマグネシウム量は 10%以下なら燃焼しないとの記述がある．
8.2.3 塩酸処理
定期的に切り粉や微粉が多く出ず，定期的でも少量の場合は処理残滓の廃棄に戸惑うことがある．
このような問題を解決する方法として塩酸による処理がある．簡便でかつ短時間で安全に処理できる方法で
あるが，塩酸は劇物であり取り扱いと薬品管理を厳重に行う必要がある．塩化第二鉄処理で説明した初期の
加水分解で発生する塩酸との反応と同じである．
Mg＋2HCl→MgCl２＋H２↑
原子量(Mg＝24.3，H＝1，Cℓ＝35.5)，HCℓ＝73g に対し Mg＝24.3g が反応するから，この反応比は Mg(1)
対 HCℓ(3)となる．マグネシウムを 1g 処理するに 35%濃度の塩酸水溶液を使用すると 3g/0.35＝塩酸 8.5cc が
必要となる．また 5%濃度の塩酸水溶液を使用すると 3/0.05＝60cc となり，塩酸 8.5cc＋水 51.5cc＝総量 60cc
の溶液で反応は完結することになる．反応完結の速度を早くさせるためにはこの値より塩酸濃度をやや高め
にしておく必要がある．以上を要約すると以下となる

2HCl+Mg=H 2 +MgCl 2
2×(1g+35.5g)+24.3g

HCl(73g)対Mg(24.3g)

M g(1g)対HC l(3 g)
3 5 % 塩酸を使用するので

3g/0.35=8.5cc

マグネシウム１
ｇ処理する場合5% 塩酸水溶液量は
3/0.05=60cc

(塩酸8 .5 cc=水5 1.5 cc)

反応後の残滓は塩化マグネシウム（苦汁)であり水溶性でかつ無害である．終了後処理液の PH 調整をする
だけで家庭排水に流し出せる．ただし水溶性切削油の付着した切粉は処理水中に溶け込んでいるので排水基
準に適合しているか確認の上排水する．
2～5%に希釈した塩酸水溶液に処理物を少量ずつ吹き上がらない程度に投入する．水素ガスが大量に発生
するので火気のない風通しの良い戸外で行う．反応(発生水素ガス泡)が止まったら底部にマグネシウムが未処
理で残っているか確認する．残っていたら塩酸を適量投入して完全に処理物を溶かし去りリトマス試験紙で

PH 調整して廃棄する．処理後の PH 値が高い酸性であれば処理液を保管しておき再度利用する．図 30 に各
濃度の塩酸水溶液によるマグネシウム切り粉の安全化処理試験の実状を示す．塩酸濃度 0.5%水溶液が白濁し
ているのは反応が進行中のためである．溶液が透明になり底部に未処理物が観察されなければ反応完了とな
る．しかし底部に未処理物が観察されるようであれば塩酸が消耗したことになるのでリトマス試験紙で PH
を確認する．反応を進める場合は塩酸を追加する．

0.5%HCl
水溶液

1.0%HCl

2.0%HCl

水溶液

水溶液

3.0%HCl
水溶液

5.0%HCl
水溶液

１ℓ ビーカー
図 39 各濃度の塩酸水溶液によるマグネシウム切粉の安全化

マグネシウムはすべての酸類に反応するので食用酢やクエン酸等でも処理することができる．トイレ用洗
浄剤たとえば商品名サンポール等は塩酸(9.5%)を含む水溶液であるから緊急処理液として便利である．液が
酸性である限りマグネシウムは水素ガスを出しながら溶解するので換気を心掛ける．
作業上の注意点
*水素ガスの発生を伴うので開放された場所で行い，火気に注意をする
*塩酸は劇物であり反応が激しいので眼鏡，エプロン，マスク，手袋の保護具を着用する
*処理液中に廃棄物を徐々に投入し緩やかな撹拌をする
*マグネシウム処理物の保管期，形状，汚れ具合の違いによる反応性多少異なる
8.2.4 埋設
埋設について I.L.O の基準はマグネシウム及び合金切削切り粉 1 に対し砂５の割合で良く混合すれば，通
常に堆積して置いても安全としている．
過去に国内の事故事例に照らせばこの基準比よりマグネシウム量が極めて多いのが原因である．

