
<volume, page no.>

60,493-496

<English title>

FIRST LONG-TERM FIELD TEST OF THE PCDD/F-ANALYZER DIOXINCOP

<Japanese title>

ダイオキシン測定装置「DioxinCop」の第１回長期現場試験

<authors>

Thomas Ludwig

<key words>

PCDD,PCDF,stack gas,monitoring system,HPLC

<Japanese key words>

PCDD、PCDF、排ガス、モニタリングシステム、HPLC

<captions>

Figure 1 Flow sheet of the monitoring system DioxinCop

Figure 2 Complete HPLC-chromatogram of one gas sample

Figure 3 Enlarged cutout of figure 2(gray window)

Figure 4 Measuring campaign at an industrial hazardous waste incinerator

<Japanese captions>

図１　モニタリングシステムDioxinCopのフロー図

図２　ガス試料のHPLCクロマトグラム

図３　図２の部分拡大図

図４　産業廃棄物焼却施設の測定例

<summary>

排ガス中ダイオキシン連続測定装置DioxinCopの長期実証試験を行った。排ガスを連続的に採取し、13C-PCDD/FとUV

マーカー(クリセン)を含むメタノール(ガス状)を添加し、ダストフィルターを通した後、冷却器で濃縮する。これをHPLC

に導入し、UV マーカーから一定時間後の分画をハートカットし、GC/MS で分析する。1,2,3,4,6,7,8-HpCDF を指標とし

て、70分毎にI-TEQを計算する。採取管の汚れによる影響があるため、自動洗浄機能を組み込んだ。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,497-500

<English title>

SHORT-TERM AND LONG-TERM DIOXIN SAMPLING AND ANALYSIS AT A MSW INCINERATOR IN TAIWAN

<Japanese title>

台湾の一般廃棄物焼却施設におけるダイオキシンの短時間採取と長時間採取の比較

<authors>

Klaus W. Mehl,Arthur Huang and Jürgen Reinmann

<key words>

PCDD,PCDF,AMESA,incinerator

<Japanese key words>

PCDD、PCDF、AMESA、焼却炉

<captions>

Figure 1 Memory effect after startup during first days of short-term sampling(1 sample

        Per day) with bars indicating RSD of 35%. Results of AMESA as shown are

        not compensated for probe loss. Onsite documentation for days 1 suggests

        that the result of manual sampling might be too low.

Figure 2 Congener distribution of short-term samples(AH01-30:AMESA,MH01-30:manual,

        Qh01-07:manual QC) and long-term samples(AMESA). Shown are the relative distributions for mean values based on ng I-

TEQ/Nm3.

<Japanese captions>

図１　稼働直後のメモリー効果

図２　短時間および長時間採取試料の同族体分布

<summary>

台北市の廃棄物焼却施設で、AMESA(１日採取、X とする)と手動採取(４～６時間、Y とする)の比較測定をした。両者

の関係式はY=1.6062X-0.0186であったが、AMESAのプローブ洗液を加えるとY=1.249-0.0186となった。そのため、AMESA

のプローブを簡単に交換・洗浄できるようにした。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,501-504

<English title>

MONITORING STUDY OF SEMI AND LOW VOLATILE ORGANIC HALOGEN AS THE INDICATOR OF PCDD/Fs IN THE

STACK GAS AT A MUNICIPAL WASTE INCINERATION PLANT

<Japanese title>

一般廃棄物焼却施設排ガス中ダイオキシンの指標としての半揮発性および低揮発性有機ハロゲン化合物の測定

<authors>

Akito Takakura, Nobuhisa Watanabe, Joji Fukuyama

<key words>

PCDDs、PCDFs、stack gas monitoring、organic halogen、plasma-optical emission spectroscopic method
<Japanese key words>

ダイオキシン類、排ガスモニタリング、有機ハロゲン化合物、プラズマ発光分光

<captions>

Fig.1 Sampling device

Fig.2 Barrier discharge radio-frequency helium plasma system

Fig.3 Correlation between SLVOX and PCDD/Fs

Fig.4 SLVOX concentration at various points of the gas cleaning system

<Japanese captions>

図１　採取装置

図２　プラズマ装置

図３　SLVOXとPCDD/Fsの相関

図４　各施設のSLVOX濃度

<summary>

排ガス中PCDD/Fsの指標としての半揮発性（SVOX）および低揮発性有機ハロゲン化合物(LVOX)の測定法を開発した。

排ガスを水を入れたインピンジャーと空インピンジャー(共に冷却)に通した後、直列に繋いだ吸着能の異なる二本のカラ

ムを通す。１本目でLVOXを、２本目でSVOXを採取する。これらを加熱脱着し、プラズマ発光分析で塩素・臭素を測

定した。LVOXとPCDD/Fsの相関はr2=0.55、SVOXは r2=0.19であった。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,505-508

<English title>

PCDD/F TEQ INDICATORS AND THEIR MECHANISTIC IMPLICATIONS

<Japanese title>

PCDD/F毒性当量の指標化合物と生成機構

<authors>

Jeong-Eun Oh, Abderrahmane Touati, Brian K. Gullett, James A. Mulholland

<key words>

PCDD/F、TEQ、indicator、PCA

<Japanese key words>

ダイオキシン、毒性当量、指標、主成分分析

<captions>

Figure 1. PCA results for the relationship between homologue concentrations and TEQ.

Figure 2. PCA results for isomer similarity with facility type (mono- and di-CDF).

Table 1. Percent of isomers which show positive correlation in each separate and combined data set.

<Japanese captions>

図１　同族体とTEQに関する主成分分析結果

図２　異性体組成に関する主成分分析結果と炉の型式

表１　TEQと相関の強い異性体割合

<summary>

１－３塩素化DD/FとTEQについて検討した。主成分分析では1-2CDD/Fと3CDDはTEQと離れていた。またTeCDD、

PeCDDも離れている。TEQとの相関が大きい異性体で非2378体のものとして、2,3,7-と2,3,8-TriCDFが指標となりうる。

炉の型式や燃焼条件の影響は、低塩素化DFが最も受けやすく、高塩素化DF、PCDDの順に受けにくくなる。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,509-512

<English title>

QUICK EVALUATION OF LONG TERM MONITORING SAMPLES AND THE UNCERTAINTY OF THE RESULTS

<Japanese title>

長期採取試料の迅速分析と測定誤差について

<authors>

Werner Tirler, Massimo Donegà, Giulio Voto, Gerhard Kahr

<key words>

EN 1948、long-term sampling、DioxinMonitoringSystem

<Japanese key words>

EN 1948、長期採取、ダイオキシンモニタリングシステム

<captions>

Table 1: Added sampling and extraction standard

Picture 1: isomer profiles - The toxic equivalent are in the range +5%.

<Japanese captions>

表１　スパイク

図１　採取法間の異性体比較

<summary>

DioxinMonitoringSystem を用いた長期採取を行った。採取試料の内、煤塵ろ紙は塩酸処理後、PUF と同様トルエン/ソッ

クスレー抽出した。排ガス中に活性炭を含まないため、抽出時間は６時間とした。精製は多層カラムを用いた。結果を

冷却プローブ法、フィルタークーラー法と比較すると、高塩素化体が少くなっていた。

全体の測定誤差は17％になるが、ダイオキシン定量誤差が16％、採気量誤差が３％であり、標準物質と分析作業に起因

する誤差が大きい。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,513-516

<English title>

COMPREHENSIVE ON-LINE FLUE GAS ANALYSIS, USING A NOVEL TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER

UTILIZING THREE IONISATION METHODS OF DIFFERENT SELECTIVITY IN PARALLEL

<Japanese title>

選択性の異なる３種のイオン化法を用いたTOFMS(飛行時間型質量分析装置)による総合的排ガス分析

<authors>

F.Mühlberger, K.Hafner, R.Zimmermann

<key words>

flue gas、TOFMS
<Japanese key words>

排ガス、飛行時間型質量分析装置

<captions>

Figure 1: Ionisation region of the new mass spec-trometer: The molecular beam can be alternatively ionise by an UV- (REMPI) or VUV-

laser beam (SPI) or by an electron beam (EI)

Figure 2: The instrument at the measurement place in a waste incineration plant.

Figure 3: Waste incineration flue gas mass spectra obtained with the new instrument. Figure 4: Time-to intensity profiles of different

compounds in the flue gas of the waste incineration plant

<Japanese captions>

図１　イオン源構成

図２　廃棄物焼却施設に置いた測定装置

図３　排ガスのマススペクトル

図４　排ガス中化合物の時間変化

<summary>

共鳴多光子イオン化法(REMPI)、真空紫外線光イオン化法(SPI)、電子衝撃イオン化法(EI)の３種を備えたTOFMS で、廃

棄物焼却施設排ガスのオンライン分析を行った。REMPIではPAH(ppbレベル)、SPIではアンモニア、脂肪族化合物、ベ

ンゼン、フェノール等(ppb、ppmレベル)、EIではO2、CO2、H2O、HCN、SO2、HCl等(ppmレベル)が測定できた。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,517-520

<English title>

ANALYTICAL METHOD OF POLYBROMINATED DIBENZO-p-DIOXIN AND DIBENZOFURANS (PBDDs/PBDFs) IN

FLUE GAS, AMBIENT AIR AND SOIL SAMPLES

<Japanese title>

排ガス、大気、土壌中の臭素化ダイオキシン/ジベンゾフラン分析法

<authors>
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<key words>

PBDDs、PBDFs、flue gas、ambient air、soil
<Japanese key words>

臭素化ダイオキシン、臭素化ジベンゾフラン、排ガス、大気、土壌

<captions>

Table 1. PBDDs/PBDFs compounds for analysis

Table 2. HRGC/HRMS analytical conditions

Fig. 1. Established analytical method of PBDDs/PBDFs

Fig. 2. HRGC/HRMS chromatogram of TeBDDs/TeBDFs in flue gas

Fig. 3. HRGC/HRMS chromatogram of TeBDDs/TeBDFs in ambient air

Fig. 4. HRGC/HRMS chromatogram of TeBDDs/TeBDFs in soil

<Japanese captions>

表１　分析したPBDDs/PBDFs

表２　HRGC/HRMS測定条件

図１　分析フロー

図２　排ガス中TeBDDs/TeBDFsのマスクロマトグラム

図３　大気中TeBDDs/TeBDFsのマスクロマトグラム

図２　土壌中TeBDDs/TeBDFsのマスクロマトグラム

<summary>

PBDDs/PBDFsの分析は、ソックスレー抽出、酸処理、多層シリカゲルカラム、フロリジルカラム。活性炭カラムの順に

行い、HRGC/HRMSで測定した。排ガス、大気、土壌のマスクロマトグラムを示す。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,521-524

<English title>

THERMO-DESORPTION ANALYSIS OF DIOXINS AND RELATED COMPOUNDS IN FLUE GAS

<Japanese title>

排ガス中ダイオキシン類の加熱脱着法による測定

<authors>

Takahiko Matsueda, Yoshifumi Hanada, Yuan Yao, Teiji Tanizaki, Takeshi Kuroiwa, Makoto Moriguchi, and Kazuhiro Tobiishi

<key words>

dioxin、flue gas、thermo-desorption、TEQ

<Japanese key words>

ダイオキシン類、排ガス、加熱脱着、毒性当量

<captions>

Table 1 Conditions for thermo-desorption analysis of PeCDFs in flue gas

Figure 1 Regression curves for predicting TEQ in flue gas

Figure 2 Relationship between desorption temperature of Tenax-TA and recovery of 1,2,4,6,8-PeCDF

Fig. 3 Thermo-desorption chromatogram of fly-ash extract (left) and flue gas (right)

Table 2 Comparison of TEQ concentration in flue gas analyzed by conventional method and proposed method

Figure 4 Continues monitoring of TEQ concentration in flue gas

<Japanese captions>

表１　排ガス中PeCDFsの分析条件

図１　排ガスのTEQと実測濃度との回帰直線

図２　採取時のTENAX管温度と1,2,4,6,8-PeCDF回収率

図３　飛灰抽出液と排ガスのクロマトグラム

表２　TEQの実測値と予測値との比較

図４　排ガスのTEQ濃度連続測定

<summary>

TEQ の指標として 1,3,4,6,8-PeCDF を選び、TENAX-TA を用いた加熱脱着装置 -四重極 GC/MS で測定した。

TEQ=1.97X(1,3,4,6,8-PeCDF 濃度)の関係が成立した。JIS K 0311 で測定した1,3,4,6,8-PeCDF実測濃度から予測したTEQ

値と、本法からのTEQ予測値は同程度の誤差であった。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,525-528

<English title>

ONLINE MONITORING OF PCB IN AIR AND EXHAUST GAS FROM PCB DECOMPOSITION PROCESS

<Japanese title>

PCB分解処理施設排ガスおよび空気中PCBのオンラインモニタリング

<authors>

Masuyoshi Yamada, Masao Suga, Izumi Waki, Nobuyuki Shibata, Katsunori Kato

<key words>

PCB、air、exhaust gas、APCI、ITMS

<Japanese key words>

PCB、空気、排ガス、大気圧化学イオン化、イオントラップ型質量分析装置

<captions>

Fig.1: Concept of PCB online monitoring

Table 1: Monitored mass numbers of PCBs with positive and negative ionization

Fig. 2: Mass spectrum of KC-600 obtained by APCI/ITMS

Table 2: Limit of detection of each congener of PCB when positive and negative ionization is applied.

<Japanese captions>

図１　PCBオンラインモニタリングの概要

表１　測定質量数

図２　KC-600のマススペクトル

表２　検出下限

<summary>

APCI-MS/MSを用いた、ガス直接導入による気中PCB測定を行った。DiCB、TriCB、TetraCBはポジティブ＋MS/MSを、

PentaCB、HexaCB、HeptaCBはネガティブを用いると、総PCBの検出下限は0.76μg/Nm3となり、実用に耐えうるもの

であった。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,529-532

<English title>

JET-REMPI-TOFMS DETECTION OF HAZARDOUS AIR POLLUTANTS USING A COMPACT TUNABLE UV LASER

SOURCE

<Japanese title>

小型レーザー源を備えたJET-REMPI-TOFMSによる有害大気汚染物質測定

<authors>

Harald Oser, Michael J. Coggiola, Steve E. Young, David R. Crosley, Rhett J. Barnes and Eli Margelith

<key words>

REMPI、TOFMS、aromatics
<Japanese key words>

共鳴多光子イオン化、飛行時間型質量分析装置、芳香族炭化水素

<captions>

Figure 1: Comparison survey spectra for p-xylene

Figure 2: Individual survey spectra for o-, m-, and pxylene, demonstrating the ability to identify each isomer via jet-REMPI, utilizing a

broadband UV laser system.

<Japanese captions>

図１　レーザーのバンド幅とスペクトル

図２　o-,m-,p-キシレンのスペクトル

<summary>

REMPI-TOFMSにより単環の芳香族化合物を測定した。ベンゼン、キシレンの検出下限は300pptであった。ppmオーダ

ーのアセトン、トルエン等が共存する条件で、ベンゼンは1ppb～10ppmの範囲で直線性を示した。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,533-536

<English title>

EVALUATION OF MODIFICATIONS TO EPA METHOD 23 FOR MEASURING DIOXINS IN FLUE GAS FROM COAL-

FIRED POWER PLANTS

<Japanese title>

石炭火力排ガス中ダイオキシン測定におけるEPA測定法23の改善と評価

<authors>

Naomi Goodman and Bruce Maisel

<key words>

EPA method 23、dioxin、flue gas、coal-fired power plant
<Japanese key words>

EPA測定法23、ダイオキシン、排ガス、石炭火力

<captions>

Figure 1. Background Contributions to PCDDs/PCDFs Measured in Flue Gas from Coal-Fired Power Plants

Table 1. Evaluation of Modifications to EPA Method 23

<Japanese captions>

図１　石炭火力排ガス中ダイオキシン測定データとブランク値

表１　EPA測定法23の改善点と評価

<summary>

石炭火力排ガス中ダイオキシン濃度は低く、ブランク値の影響が大きい。試料の汚染を減らし測定感度をよくするため、

EPA測定法23についていくつかの改善を行い、コスト等の評価をした。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>



<volume, page no.>

60,537-540

<English title>

VALIDATION AND OPTIMIZATION OF CONTINUOUS SAMPLING TO MONITOR PCDDs, AND PDDFs EMISSIONS OF

WASTE INCINERATORS

<Japanese title>

廃棄物焼却炉におけるダイオキシン連続採取法の評価

<authors>
 François Idczak, Serge Petitjean, Pierre Duchateau and Luc Bertrand

<key words>

waste incinerator、PCDD、PCDF、AMESA
<Japanese key words>

廃棄物焼却炉、PCDD、PCDF、AMESA

<captions>

Plot 1. Results with the AMESA sampling system, year 2002

Table 1.Results, infringements and causes in 2001 and 2002

Plot 2. AMESA results versus simultaneous manual method (EN1948)

<Japanese captions>

図１　2002年のAMESAによる測定結果

表１　2001年、2002年の測定数、基準超過とその原因

図２　AMESAと手動採取法との比較

<summary>

ベルギー、ワロン地方の11廃棄物焼却炉についてAMESAによるダイオキシン測定データを用いて、基準超過の原因を

分析した。また手動採取法との比較をしたが、よく一致していた。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>
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<English title>

Development of a sensor system for on-line prediction of PCDD/PCDF content in waste incineration residues (fly and boiler ash )

<Japanese title>

廃棄物焼却残灰中ダイオキシン濃度のオンライン推測センサーシステム開発

<authors>
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Ralf Zimmermann1

<key words>

PCDD、PCDF、waste incineration residue、REMPI
<Japanese key words>

PCDD、PCDF、廃棄物焼却残灰、共鳴多光子イオン化

<captions>

Figure 1A: Drawing of the mobile device.B:Photograph of the ionization cell.C:Circuit diagram

Table 1: Multivariate Data Analysis of correlation to PCDD/PCDF content in residues

Figure2: Single shot sensor response signal using an excitation wavelength of 248 nm for 30 ppm

BTX (left side) and the PAH mixture(right side)

Figure3: Single shot sensor response signal using an excitation wavelength of 308 nm for 30 ppm

Figure 4: Energy diagram for various aromatics by REMPI ionization at 248 and 308 nm

<Japanese captions>

図１　回路図等

表１　重回帰分析結果

図２　248nmの励起波長使用時のセンサー出力信号

図３　308nmの励起波長使用時のセンサー出力信号

図４　芳香族化合物に関する共鳴多光子イオン化エネルギーダイアグラム

<summary>

廃棄物焼却残灰中ダイオキシン濃度を推測するために、燃焼条件、ガス濃度等について重回帰分析を行った。その結果、

空気量、HCl濃度、温度、PAH濃度(200amuより大きいもの)の４つが選ばれた。PAH濃度測定には、共鳴多光子イオン

化のイオン電流を利用した。

<comment>

<translator>

大場和生

<end>


