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VERTICAL DISTRIBUTION OF PCDDs A CLAY CORE FROM KENTUCKY, USA

＜Japanese title＞

アメリカケンタッキー鉱山で採取した土壌コアサンプル中のＰＣＤＤs の垂直分布
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＜Captions＞

Figure 1. 2,3,7,8-Substituted PCDD/F concentrations along the depth of the core (meters BGS). Extremely

low levels of PCDFs were detected at C1 and C4, ranging from 1.3 to 6.6 pg/g dw for 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

and OCDF. PCDF non-detects were set to zero.

Figure 2. Tetra-to OCDD homologue contribution to the PCDDs along the depth of the core (meters BGS).

Figure 3. Percent 2,3,7,8-substitued PCDD contribution to the WHO-TEQs.

＜Japanese Captions＞

図１．表層からそれぞれの深さで採取したコアサンプル中の 2,3,7,8-PCDD、PCDF の濃度。PCDF は C1（10.1m）、

C4（14.3m）にだけわずかに検出され、その範囲は 1.3～6.6pg/g であり、1,2,3,4,6,7,8-HpCDF と OCDF で

あった。検出できなかった PCDF は０とした。

図２．表層からそれぞれの深さで採取したコアサンプル中の PCDDs における同族体（TCDD ～OCDD）の割合

図３．WHO-TEQ を用いて 2,3,7,8-PCDD の割合

＜Summary＞

アメリカ、ケンタッキー鉱山でコアサンプラーを用いて深さ 10.1、11.3、12.5、14.3、15.8、16.2、17.7、

18.9ｍの土壌を採取し、PCDDｓ、ＰＣＤＦｓを分析した。どの深さでも OCDD がもっとも多く検出された。ま

た、PCDF は 10.1m、14.3m にだけ微量に検出され、そのほかの深さでは検出されなかった。PCDDs における

各同族体の割合（TCDD～OCDD）はどの深さでも同じような割合を示した。また、WHO-TEQ 換算をするとどの

深さでも 1,2,3,7,8,-PeCDD が最も高い寄与率を示した（平均４１％ ）。
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＜Japanese keywords＞

河川底質、表層土壌、CALUXTM、有機炭素、粒度、有機塩素農薬

＜Captions＞

Figure 1. Sampling points of surface soils and river sediments.

Figure 2. Typical calibration curve for determination of TEQ. An appropriate dilution of the sample was

tested in the CALUXTM assay and TEQ was calculated from the RLU value.

Figure 3. Correlation between TEQ determined by CALUXTM bioassay and HRGC/HRMS for soil samples.

Figure 4. Relationship between dioxins TEQ concentration and organic carbon content of the surface soils.

Figure 5. Relationship between organic carbon content and particle size.

Figure 6. Relationship between dioxins TEQ concentration and organic carbon content of surface soils and

river sediments.

＜Japanese Captions＞

図 1. 土壌、河川底質をサンプリングした地点

図 2. ＴＥＱを求める代表的な検量線。希釈したサンプルを CALUXTM で測定し、ＲＬＵ値からＴＥＱを求める。

図 3. 土壌サンプルを用いた CALUXTM とＨＲＧＣ／ＨＲＭＳの相関

図 4. 表層土壌中におけるダイオキシン類ＴＥＱ濃度と有機炭素量との関係

図 5. 有機炭素と粒度との関係

図 6. 表層土壌と河川底質におけるダイオキシン類ＴＥＱ濃度と有機炭素量との関係

＜Summary＞

琵琶湖流域における河川底質と都市、農場、森、ゴルフ場の表層土壌中のＴＥＱ濃度を CALUXTM を用いて測定

し、有機炭素、粒度との関係を調べた。粒度が小さいと有機炭素量が多く、ＴＥＱ濃度が高い傾向が示された。ま

た、粒度が小さいと移動性が高く、陸から河川、琵琶湖へと移動する。河川底質は有機炭素をあまり保持できない

ため、ＴＥＱ濃度は表層土壌のほうが河川低質よりも高い。

＜Translator＞
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＜Captions＞

Table 1. Levels of dioxins, non-ortho and mono-ortho PCBs expressed in ng TEQ/kg and based on both

lowerbound(lb) and upperbound(ub) principles. In addition, detectable congeners were used to estimate

levels of non-detectable congeners (profile).

Figure 1. Levels of dioxins (A), non-ortho (B), mono-ortho (C) and indicator (D) PCBs in eggs of chickens

fed contaminated feed for 56 days, followed by 56 days on clean food. Feed levels in the legend are the

intended levels.

Figure 2. Relation between feed levels of dioxins(A) and total TEQ(B), and maximum dioxin and total TEQ

levels in egg fat. Correlation coefficient were respectively 0.999 and 0.998.

＜Japanese Captions＞

表 1. ダイオキシン類、ノンオルト-PCB、モノオルトｰ PCB の添加量（単位：ngTEQ/kg）。さらに、検出可能な

同族体は検出できない同族体の量を推定するのに用いた(profile)。

図 1. 56 日間汚染飼料を与え、後の 56 日間清潔な飼料を与えた鶏の卵脂肪中のダイオキシン類(A)、ノンオル

トーPCB(B)、モノオルト-PCB（C）、指標となる PCB 量。汚染飼料はあらかじめ決まった量のダイオキシン類、PCB

類を添加したものである。

図 2. 汚染飼料中、卵脂肪中のダイオキシン類量(A)、総合ＴＥＱ(B)の関係。相関係数はダイオキシン類は 0.999、

総合 TEQ は 0.998 である。

＜Summary＞

鶏に、６種類の低濃度のダイオキシン、PCB を添加した飼料を与え、その鶏が産んだ卵にどの程度ダイオキシン、

PCB が残留するか調べた。最初の 1 週間は清潔な飼料を、次の 8 週間はダイオキシン、PCB を添加した飼料を、

その次の 8 週間は清潔な飼料を与えた。卵脂肪中のダイオキシン、ノンオルト-PCB、モノオルトｰ PCB、指標と

なる PCB 量は もっとも低濃度な飼料を与えた鶏の卵でさえ、58 日前後に最大値(0.1pgTEQ/ｇ)を示した。ま

た、飼料と卵脂肪のダイオキシン濃度の相関をとったところ、正の相関が認められ、低濃度でも残留することが示

唆された。

＜Translator＞
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＜Captions＞

Figure 1. Scheme of Pinched-SPLITT system

Figure 2. Optical micrographs and SEM pictures results from the Pinched-SPLITT runs of marine sediments

from Pohang Bay.

Figure 3. Results of analyzing marine sediment from Pohang Bay according to particle sizes (a) Distribution

of separated particles normalizing to total sample weight and levels of total PCDD/Fs(pg/g d.w.) according

particle sizes (b) Correlation between total PCDD/Fs(pg/g d.w.) and content of organic carbon (%)

Figure 4, Results of Principal Component Analysis (PCA) ; Loading plot＆Score plot P:Pohang bay （P1：

20-63､P2：10-20､P3：5-10､P4：2-5､P5：<2um） M：Masan bay （M1：10-53､M2：5-10､M3：2.5-5､

M4：1-2.5､M5：<1um）

＜Japanese Captions＞

図 1. 粒度分離システムの図式

図 2. 粒度分離システムを用いた浦項湾の海洋底質の粒度別 SEM 写真

図 3. 粒度別にわけた浦項湾の海洋底質の分析結果 (a)サンプル中の粒度別重量(％)と粒度別ごとのＰＣＤＤ/

Ｆs の量(pg/g d.w.) (b)ＰＣＤＤ/Ｆｓの総合量と有機炭素含量(％)の相関

図 4. 主成分分析（PCA）の結果 ; Loading plot と Score plot P: 浦項湾（P1：20-63､P2：10-20､P3：

5-10､P4：2-5､P5：<2um） M：馬山湾（M1：10-53､M2：5-10､M3：2.5-5､M4：1-2.5､M5：<1um）

＜Summary＞

韓国の馬山湾、浦項湾の海洋底質（深さ 10cm 部分）をコアサンプラーで採取し、粒度分離システムを用いて粒

径別にわけ PCDD/Fs 量を測定した。粒径別ＰＣＤＤ/Ｆｓの同族体の割合は浦項湾、馬山湾についてそれぞれ同

じであったが、馬山湾では OCDD が、浦項湾では PeCDF が高い値を示した。浦項湾で有機炭素とＰＣＤＤ/Ｆｓ

との相関を調べたところ、相関係数 0.84 の強い相関が認められた。

＜Translator＞
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＜end＞
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＜Captions＞

Table 1. Dioxin-like PCB congener concentration and aroclor TEQ (ug/g; ppm)

＜Japanese Captions＞

表１. PCB 類縁化合物の濃度とアロクロ-ルの TEQ (ug/g；ppm)

＜Summary＞

アロクロールは水圧減摩剤、遅延反応剤等に用いられており、PCB 類縁化合物から合成される。EPA1668A 法で

前処理の活性炭カラムでノンオルト-PCB 類縁化合物とダイオキシン様モノオルトーPCB 類縁化合物を集め、

HRGC/HRMS を用いてアロクロールに含まれる PCB 類縁化合物を分析し、各アロクロールのＴＥＱを求めた。

＜Comments ｂｙ translator＞

この論文は結果に対する考察があまりされていない。また、一部誤字があるので、注意が必要である。

＜Translator＞

天野 冴子

＜end＞
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THE FATE OF DIOXINS IN SILAGE CORN LEVELS: RELATIONSHIP BETWEEN DIOXINS CONCENTRATIONS AND

BIOMASS OF SILAGE CORN LEAVES

＜Japanese title＞

サイレージコーンの葉におけるダイオキシンの動態：サイレージコーンの葉のダイオキシン濃度とバイオマスとの

関係
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＜Japanese keywords＞
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＜Captions＞

Figure 1. Dioxin concentration of soils used to grow silage

Figure 2. Dioxin concentration in atomosphere

Figure 3. Increases in corn leaf area and fresh weight with plant growth

Figure 4. Amounts of dioxins per unit area of corn leaves

Figure 5. Amounts of dioxins in total fresh leaves

＜Japanese Captions＞

図 1. サイレージコーンを栽培する土壌中のダイオキシン濃度

図 2. 大気中のダイオキシン濃度

図 3. 成長に伴う葉面積と葉重量の増加

図 4. コーンの葉の一定面積におけるダイオキシン量

図 5. 総葉量におけるダイオキシン量

＜Summary＞

コーンの葉に含まれるダイオキシンは、初期の成長段階では土壌から、大気中の粒子から、大気ガスから由来する

ことを以前報告した。今回は葉中のダイオキシン量を成長過程を経て調べた。種をまいてから約 3 ヶ月間、計 14

回葉を採取した。採取した葉 100g はドライアイスで砕き、抽出、ろ過、精製をした後 HRGC/HRMS で分析した。

栄養成長期には単位面積あたりのダイオキシン量は減少した。これはダイオキシンの蓄積より葉の成長が著しいた

めだと考えられる。また、生殖成長期にはダイオキシン量は増加した。これは葉が大きくなり大気中のダイオキシ

ンさらされやすくなったためと考えられる。老年期になると最初は増加し、最後は減少した。これは大気と葉のガ

ス交換、雨や強い日差しによる光分解が影響していると考えられる。しかし、1 固体中の全部の葉に含まれるダイ

オキシン量は成熟期が終わるまでだいたい直線的に増加している。以上から単位重量あたりのダイオキシン量が変

化するのはバイオマスの影響があることが示唆された。

＜Translator＞
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＜end＞
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＜Captions＞

Table 1. Kb values from column and batch studies on soils, sand and clays of 1278-TCDD.

Table 2. Breakthrough data of 1278-TCDD from soil columns.

＜Japanese Captions＞

表 1. 土壌、砂、粘土層中に含まれる 1,2,7,8-TCDD のカラム実験や処理実験から求めた Kd 値

表 2. 土壌カラム実験における 1,2,7,8-TCDD の溶出

＜Summary＞

土壌、砂、粘土層を用いて 1,2,7,8-TCDD の吸着性、溶出性を調べた。土壌に対する 1,2,7,8-TCDD の吸着量は

土壌の表面積と相関が認められた。また、吸着性は砂よりも土壌の方が強かった。すべてのサンプルにおいて、

1,2,7,8-TCDD の吸着量は有機物含有量(%)と相関があった。溶出は砂とローム層にはほとんど見受けられなかっ

た。1,2,7,8-TCDD はコロイド状態で移動する事が考えられた。

＜Translator＞
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＜end＞
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＜Japanese title＞

PCP（ペンタクロロフェノール）の酵素形質転換における様々なフミン質の効果の比較

＜Authors＞
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＜Keywords＞

humic acid, humification, soil, enzymatic transformation, PCP
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＜Captions＞

Table 1. Sample soils used in this study

Table 2. Chemical composition of the sample soils and their extracted humic acids

Figure 1. RF-△log K diagram and the definition of humic acid types

Figure 2. Effect of the co-existence of humic acids on the enzymatic transformation of PCP (Shinyahara

Rp-type humic acid was used)

Figure 3. Variation of the rate of PCP decrease among different types of co-existing humic acids.

Figure 4. Relation ship between PCP transformation rate and the degree of humification of co-existing

humic acids.

Figure 5. Relation ship between PCP transformation rate and CHN elemental constitution of co-existing

humic acids

＜Japanese Captions＞

表 1. 研究に用いた土壌

表 2. 土壌試料の化学組成と土壌試料から抽出したフミン酸の化学組成

図 1. RF-△logK 図とフミン酸のタイプの定義

図 2. PCP の酵素形質転換におけるフミン酸共存による効果（フミン酸はシンヤハラ Rp 型を使用）

図 3. 違うタイプのフミン酸共存による PCP 減少率について

図 4. PCP の酵素形質転換とフミン酸の腐植化（泥炭化）程度の関係

図 5. PCP の酵素形質転換とフミン酸の CHN 元素組成との関係

＜Summary＞

腐植化割合が異なるフミン酸を関東圏の土壌から採取し、化学組成、PCP（ペンタクロロフェノール）の酵素形質

転換割合を調べた。腐植化を決めるのには RF（600nm の吸光度）と△logK（吸収スペクトルの傾き）を用い、RF

値が増加し、△logK が減少するほど腐植化が高い。また、化学組成は腐植化がすすんでいるものほど炭素、酸素

の割合が高く、水素の割合が低いため、不飽和度が高い。また、PCP はフミン酸を添加するとどれも減少するが、

腐植割合がすすんでいないもの（つまり炭素割合が低く、水素割合が高いため、不飽和度が低いもの）ほど減少率

が高いことが認められた。

＜Translator＞
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＜end＞
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＜Japanese keywords＞
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＜Captions＞

Table 1. Average concentrations and total burden of Hg and PCDD/F compounds in river sediments.

Figure 1. The map of river Kymijoki with selected sediment profiles showing the distribution of total

PCDD/F- and Hg-concentrations(dw).

Figure 2. The distribution of Hg (w%), PCDD/F(w%) and contaminated sediments(v%) in different river

regions.

Figure 3. A schematic diagram showing the burden of PCDD/Fs in different river regions and transport

between the pools and to the Gulf of Finland in 2001. The PCDD/F burden in the Gulf of Finland is taken

from Isosaari et.al. (2002).

＜Japanese Captions＞

表 1. 河川底質中の水銀とＰＣＤＤ/Ｆｓの濃度と堆積合計量

図 1. Kimijoki 川の地図と各地点で採取した底質の PCDD/F と水銀の濃度の分布（乾燥重量）

図 2. 異なった河川地域における水銀(重量％)、PCDD/F(重量％)と汚染底質（体積％）の割合

図 3. 異なった河川域における堆積量と、停水地帯とフィンランド湾に移動する量を示した模式図(2001 年)。

湾に堆積した PCDD/F 量は Isosaari らによって 2002 年に報告されている。

＜Summary＞

Kimijoki 川の底質を７地点でサンプリングし、表層０cm、25cm、50cm・・・と深さ 25ｃｍ毎にＰＣＤＤ/Ｆs

濃度、水銀濃度を調べた。汚染底質の大部分は Tammijarvi 湖に蓄積しており、水銀濃度は汚染底質量と同じよう

な分布を示した。一方、PCDD/F は汚染源である Kunsankoski 付近に高濃度に蓄積していた。PCDD/F と水銀は

同じ深さで最高濃度になるのだが、一般には水銀のほうが表層においては明らかに減少する。さらに、古い底質（深

い底質）は PCDD/F と水銀は有意に相関が認められた。2001 年に Kansankoski と Keltti という最も汚染された

地域から流出した底質の PCDD/F は 155kg であり、それは堆積量の 16％を示す。また、フィンランド湾には 13kg

の PCDD/F が流出している。

以上から Kymijoki 川はフィンランド湾底質の主要汚染源であり、1940 年からのＰＣＤＤ／Ｆ量の 90％以上を

占める。

＜Translator＞

天野 冴子

＜end＞


