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でバラスト水を交換することが義務付けられ

多いはずです。これまでと同様に社会の発

術は，工場や船舶からの廃液による海水汚

ております。しかし，2009 年には新造 船

展に貢献できるよう，貴金属の可能性を追

染に対する対策や海水施設の防汚対策など

にバラスト水処理装置を搭載することが，

究しながら様々な分野に向けた環境配慮材

にも役立てることができます。弊 社では，

さらに 2016 年には全面的に義務化すること

料を，これからも提供し続けたいと思って

この海水の環境維持が大きな課題の一つと

が予定され，技術の確立が急務になってお

おります。

なお，電気分 解などで劣化した電極は，

海水の環境維持に貢献
田中氏

バラスト水処理方法は，すでにいくつか
提案されています。その一つに電気分解処

海水の環 境 維持対 策の一つに，

貴金属は，まだまだ様々な可能性

表1 Cdフリー接点の材料構成と主用途
製品名

主な用途

その他

Ag(Ni)

99.97

Ni

0.03

交流汎用スイッチ、リレー

CNE-10F

90.0

Ni

10.0

交流汎用スイッチ、リレー

BZE-08

91.0

ZnO

9.0

交流汎用スイッチ

FE160

88.3

SnO2

11.7

交流汎用リレー

SIE-14B

89.9

SnO 2
In 2O 3

10.1

交流汎用リレー

SIE-18B

87.5

SnO 2
In 2O 3

12.5

交流汎用リレー
車載用リレー

SIE-29B

88.0

SnO 2
In 2O 3

12.0

交流汎用リレー

86.4

SnO 2
In 2O 3

13.6

交流汎用リレー
車載用スイッチ、リレー

85.5

SnO 2
In 2O 3

14.5

車載用スイッチ、リレー

87.4

SnO 2
Sn 2Bi 2O7

12.6

車載用スイッチ、リレー

SIE-86D
SIE-21DK

図2 Cdフリー接点の外観

組成（wt %）

Ag
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