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<English title>

SIZE DISTRIBUTION OF PARTICLE-BOUND POLYCHLORINATED DIBENZO-p-DIOXINS AND DIBENZOFURANS IN

AMBIENT AIR AROUND MUNICIPAL WASTE INCINERATOR IN TAINAN,TAIWAN

<Japanese title>

台南市廃棄物焼却炉周辺大気中の微粒子上に存在するポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン及びジベンゾフランの粒径

別分布

<Authors>

Po-Chin Huang and Ching-Chang Lee

<Key words>

PCDD/Fs PAHs MWI

<Japanese keywords>

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン、多環芳香族炭化水素、焼却炉

<Captions>

Fig１ Equal concentration lines of PCDD/Fs and sampling sites near Chen-xi MWI

(concentration unit;10-3I-TEQ/Nm3 A:Tu-Cheng,B:An-Dian,C:Xian-Gong and D:Jian-Gong)

Fig2 Distribution of TSP with respect to particle size (site A)

Fig3 Distribution of PCDD/Fs and particles with respect to particle size (site A)

Fig4 Relationship between the proportions of PCDD/Fs in different size particles with ambient

temperature

Table1 Particle concentrations with respect to particle size(μg/Nm3)

Table2 PCDD/Fs concentration with respect to particle size(pg/ Nm3)

<Japanese captions>

図１ Chen-xi 焼却炉付近における PCDD/Fs 濃度の等高線及びサンプリング地点

図２ 粒径別に見た浮遊粒子の分布（site A）

図３ 粒径別に見た PCDD/Fs 濃度及び粒子数の分布(site A)

図４ PCDD/Fs 存在量の粒度別分布と気温の関係

表１ 粒径別に見た微粒子濃度

表２ 粒径別に見た PCDD/Fs 濃度

<Summary>

台南市焼却炉周辺大気中の微粒子に存在する PCDD/Fs の濃度について調査したところ、粒径 1.5μm 未満の粒

子に 83%以上が分布しており、粒径が微小なほど濃度が高くなる傾向を示した。

また、TEQ の観点から見ても、1.5μm 未満の粒子に 78～91%が集中していた。ここから、微粒子上の PCDD/Fs

は主に焼却炉が由来になるということが推測できた。

<Translator>

西野 貴裕
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＜section＞
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<English title>

SEDIMENT-WATER PARTIRIONING OF PCBs IN TRIBUTARIES OF NEWARK AND RARITAN BAYS,NEW

JERSEY,USA

<Japanese title>

New Jersey 州 New Ark 湾、Raritan 湾への流入河川中における PCBs の水質、底質中濃度分布

<Authors>

Jenifer L.Bonin and Timothy P.Wilson

<Key words>

PCBs、SS、DOC、POC

<Japanese keywords>

ポリ塩化ビフェニル類、懸濁物質、溶存性有機炭素、粒子状有機炭素

<Captions>

Fig1 Schematic of sampler used for base-flow sampling

Fig2 Concentrations of PCBs in sediment collected from the Passaic River ,October 17,2001

Fig3 Concentrations of dissolved PCBs collected from the Passaic River ,October 17,2001

Fig4 Sediment carbon-water partitioning of PCBs in NJ rivers

Fig5 Sediment carbon-water PCB ratios in relation to octanol-water partitioning

Table1 Best-fit regression equation using results from base-flow samples

<Japanese caption>

図１ 平水時の採水装置の模式図

図２ 2001 年 10 月 17 日の Passaic 川での底質中 PCBs 濃度

図３ 2001 年 10 月 17 日の Passaic 川での水質中溶存性 PCBs 濃度

図４ NJ 川における底質（炭素 1g あたり）と水質間の PCB 濃度分布

図５ 底質（炭素 1g あたり）と水質中の PCB 濃度比とオクタノール/水分配との関係

表１ 平水時の測定結果から計算した最適線形回帰式

<Summary>

二ユージャージー州の New Ark 湾、Raritan 湾に流入する河川中の PCB 濃度について調べた。

底質、水質それぞれに存在する PCB の異性体は、底質においては塩素数が５ないし６個の異性体が最も多く、水

質に溶存しているものに関しては、結合する塩素数が多くなるほど濃度が低くなった。

また、水質と底質間の濃度分配について調べたところ、河川流量が多くない場合では、底質濃度、水質濃度それ

ぞれの対数の間で良好な直線関係になることが分かった。さらに、その比を見ると、オクタノール/水分配係数と

よく合致した。

<Translator>

西野 貴裕
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Environmental Transport & Fate

<English title>

TRANSPORTATION OF PCDD/FS AND DIOXIN-LIKE PCB BY RIVERS INTO THE TOKYO BAY,JAPAN

<Japanese title>

PCDD/Fs 及びダイオキシン様 PCB の河川から東京湾への流出量について

<Authors>

Norihiro Kobayashi、Shigeki Masunaga、Yutaka Kameda、Yoshimichi Hanai and Junko Nakanishi

<Key words>

PCDD/Fs、dioxin-like PCBs、river water flows、SS

<Japanese keywords>

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン、ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル類、河川流量、

懸濁物質

<Captions>

Fig1 Locations of the sampling stations.

Fig2 TEQ distributions in river water and seawater.

Fig3 Average PCDD/Fs homologue concentrations of river water and seawater samples. Both are

expressed in pg/L.

Fig4 Total amount of PCDD/Fs transportation for each homologue.

<Japanese caption>

図１ サンプリング地点の位置

図２ 河川水および東京湾水質の TEQ 分布

図３ 河川水および東京湾水質の PCDD/Fs の同族体濃度（単位 pg/L）

図４ 同族体ごとに見た PCDD/Fs の総流入量

<Summary>

東京湾へ流入する６つの主要河川からの PCDD/Fs の流入量を SS 濃度、河川流量、PCDD/Fs 濃度を用いて算出

したところ TEQ に換算すると、粒子上に吸着した部分が 7.2g-TEQ で、溶存性が 0.61g-TEQ であった。

また、東京湾に流入する PCDD/Fs の総量を同族体別にみると、OCDD が最も多かったが、東京湾の水質データ

から推察すると、塩素数の多い種類ほど早く沈降し、塩素数の少ない軽い種類ほど湾内に拡散しやすいことが分か

った。

<Translator>

西野 貴裕
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<English title>

POLYBROMINATED DIPHENYL ETHER(PBDE), DIOXIN AND FURAN(PCDD/F) CONDENTRATION IN ORGANIC

WINDOW FILMS FROM SOUTHERN ONTARIO

<Japanese title>

南オンタリオ州における窓フィルム上のポリブロモジフェニルエーテル及び PCDD/F 濃度

<Authors>

Craig M. Butt、Jennifer Truong、Miriam L.Diamond and G.Ikonomou

<Key words>

PBDE、PCDD/F、window film、exterior、interior

<Japanese keywords>

ポリブロモジフェニルエーテル、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン、

窓フィルム、室外側、室内側

<Captions>

Fig1 PCDD/F film profiles and principal component analysis(PCA)score plot.

Table1 ΣPBDE and ΣPCDD/F concentrations in organic films.

<Japanese caption>

図１ 窓フィルム上に堆積した PCDD/F の異性体別プロファイル及び主要成分分析スコアプロット

表１ 窓フィルム上の総 PBDE 及び総 PCDD/F 濃度

<Summary>

南オンタリオ州の都市、郊外、田園地域を対象とし、建物の室内側、室外側の窓フィルムに堆積した PCDD/F、

PBDE の濃度について調べた。（室内側５地点、室外側９地点）

室外側の窓フィルムについて見ると、都市地域では郊外や田園地域に比べて総 PBDE は 14 倍程度、総 PCDD/F

は 9 倍程度の濃度差があった。室内側に関しては、PBDE 濃度が室外側と比較して 1.5～20 倍高く出ることが分

かった。

また、PCDD/F 濃度の高かった２地点について、その主要異性体を調べたところ、大学研究室については

1,2,3,4,6,7,8HpCDF（焼却炉などが主な発生源）、電子製品のリサイクル工場については 2,3,7,8TCDF（ディー

ゼル車が主な発生源）が最も多く、その他の地点（OCDD が最も多かった）と比較しても明らかに違いが出てい

た。

<Translator>

西野 貴裕
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<English title>

PCDD/FS CONTAMINATION OF THE SURROUNDINGS OF SPOLANA NERATOVICE BOFORE AND AFTER

FLOODS 2002

<Japanese title>

2002 年の洪水前後における SPOLANA NERATOVICE 工場周辺の PCDD/Fs 汚染状況

<Authors>

Ivan Holoubek、Pavel _upr Libor Jech、Tom Ocelka、Vladimir Ku__iek、Radim Vha、Michal _karek、

Ji__ Matou_ek、Anton Ko_an

<Key words>

PCDD/Fs、POPs、floods

<Japanese keywords>

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン、残留性有機汚染物質、洪水

<Captions>

Fig1 The comparison of 2,3,7,8-substituted congeners of PCDD/Fs from reference soil samples collected

the Czech Republic before and after floods 2002 and from the samples collected in the surrounding of

Spolana Neratovice

Fig2 The comparison of 2,3,7,8-substituted congeners of PCDD/Fs from reference sediment samples

collected the Czech Republic before and after floods 2002 and from the samples collected in the

surrounding of Spolana Neratovice

Fig3 The contents of PCDD/Fs in sediment samples before and after floods from the vicinity

of company and from the area of company

Fig4 The contents of PCDD/Fs in soil samples before and after floods from the vicinity

of company and from the area of company

<Japanese caption>

図１ 2002 年の洪水前後におけるチェコ共和国内及び Spolana Neratovice 周辺の土壌に含有する PCDD/Fs の

2,3,7,8 体組成の比較（TEQ 換算）

図２ 2002 年の洪水前後におけるチェコ共和国内及び Spolana Neratovice 周辺の底質に含有する PCDD/Fs の

2,3,7,8 体組成の比較（TEQ 換算）

図３ 洪水前後における工場内及び工場近辺の底質 PCDD/Fs 濃度

図４ 洪水前後における工場内及び工場近辺の土壌 PCDD/Fs 濃度

<Summary>

1968 年まで塩素系殺虫剤の 2,4,5-T などを製造していた Spolana Neratovice 工場周辺で 2002 年に洪水が起

こった。このため、PCDD/Fs やその他の POPs による汚染の拡散について、水質、底質、土壌、廃棄物、生物、

食物など計 118 サンプルを採取し、分析した（調査地点は工場の敷地内、工場周辺及びチェコ共和国内のその他

の地域）。Elbe 川底質の汚染状況については、チェコ国内やヨーロッパ内の他の工業地域と同程度であり、土壌に

関しても、それほど高くはなかった。工場周辺に関しては、PCDD/Fs や他の POPs も流出が確認できたが、人体

に影響を及ぼす濃度ではなかった。

<Translator>

西野 貴裕
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<English title>

OCEANS AND ATMOSPHERE AS GLOBAL SINKS OF PCDD/FS

<Japanese title>

海洋及び大気中への PCDD/Fs の堆積

<Authors>

Rainer Lohmann、Elena Jurado、Jordi Dachs and Kevin C.Jones

<Key words>

PCDD/Fs、remote sensing、steady-state model、phytoplankton、air-water exchange

<Japanese keywords>

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン、遠隔探査、定常状態モデル、植物プランクトン、

大気から水への移行

<Captions>

Fig1 Ambient concentrations of ΣCl4-8DD/Fs(fg/m3)

Fig2 Monthly mean results(Oct.-Dec. 98)from the steady-state model for (a)dissolved and

(b)phytoplankton-bound concentration of Cl4DDs in the global Oceans

Table1 Global sinks of PCDD/Fs(kg/year)

<Japanese caption>

図１ ΣCl4-8DD/Fs の大気中濃度(fg/m3)

図２ 定常状態モデルから求めた海洋中の Cl4DDs 月別平均濃度（98 年 10 月～12 月）。(a)は

溶存性、(b)は植物プランクトン中の濃度を示す。

表１ 地球全体における PCDD/Fs 堆積量（kg/年）

<Summary>

PCDD/Fs の環境中への拡散は、大気中での移動が主な経路といわれているが、地球全体における PCDD/Fs の

蓄積量を推測するには、海洋や大気中での堆積状況を評価する必要がある。そこで、大西洋を縦断し、大気中の

PCDD/Fs 濃度について測定を行った。さらに、人工衛星や気候学データなどの遠隔探査による情報を元に海洋の

表層水温やクロロフィル a 濃度、エアロゾルの粒径分布などを調べ、大気から水への移行や植物プランクトンに

よる吸収を経て海洋に堆積するまでの定常状態モデルを作成した。

この結果、水中や植物プランクトンの体内には、主に低塩素の種類が占めており、このことは大気から水中への

移行が低塩素化物ほど多いことを示している。逆に粒子への吸着は、高塩素の種類ほど割合が多くなり、その結果

陸上に堆積することになる。さらに、塩素が 4 個結合した種類については、大気中での分解も大きな割合を示し

た。これらの計算結果をまとめると、海洋及び大気中に堆積する PCDD/Fs の量は年間 3000～4000kg 程度とな

り、地球全体から排出する量（年間 20000kg 程度）から見て、重要な要素になることが分かった。

<Translator>

西野 貴裕
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＜section＞
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<English title>

SOURCE IDENTIFICATION OF PCDD/FS AND DIOXIN-LIKE PCBS IN RIVERS FLOWING INTO THE TOKYO BAY ,

JAPAN

<Japanese title>

東京湾への流入河川中における PCDD/Fs 及びダイオキシン様 PCB の発生源に関する同定

<Authors>

Norihiro Kobayashi、Shigeki Masunaga、Yutaka and Junko Nakanishi

<Key words>

PCDD/Fs、dioxin-like PCBs、chemical mass balance

<Japanese keywords>

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン、ダイオキシン様 PCB、ケミカルマスバランス

<Captions>

Fig1 Location of sampling stations.

Fig2 Average congener profiles of the river water and the atmospheric depositions. The proportions of

congener or congener cluster within each homologue are plotted according to the order of gas-

chromatographic elution of SP-2331(1-3Cl)orDB-5(4-7Cl).

Fig3 Contributions of different sources to river water.

Fig4 Contributions of sources to the total TEQ of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs transportation

Fig4 The contents of PCDD/Fs in soil samples before and after floods from the vicinity

of company and from the area of company

<Japanese caption>

図１ サンプリング地点の位置

図２ 河川水及び大気中の異性体プロファイル。同族体ごとの異性体や異性体クラスターの比率はガスクロマトグ

ラムから求めた。

図３ 河川水への発生源ごとの寄与率

図４ PCDD/Fs 及びダイオキシン様 PCBs の移動における発生源ごとの寄与率（TEQ 換算）

<Summary>

大気中及び東京湾に流入する６つの主要河川について PCDD/Fs 濃度を調べたところ、河川水中の PCDD/Fs は、

大気の他に、農薬の PCP、CNP の影響もあることが分かった。

また、ケミカルマスバランス法により、TEQ への発生源の寄与率を東京湾への河川及び東京湾について調べた

ところ、寄与率は河川ごとに差があり、東京湾に関しては焼却の寄与率が最も多く、PCP、CNP、さらに PCB の

寄与もあることが分かった。ここから、すでに使用が禁止になっている物質について、現在でも影響があることが

分かった。

<Translator>

西野 貴裕
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<English title>

TEMPORAL VARIATION OF DIOXIN COMPOUNDS IN JAPANESE UPLAND

<Japanese title>

日本の山間部におけるダイオキシン化合物の時間的変化

<Authors>

Heesoo Eun、Nobuyasu Seike、Eiki Watanabe、Koji Bana and Ueji Masako

<Key words>

dioxin compounds、organochlorine pesticides、Chlornitrofen、pentachlorophenol

<Japanese keywords>

ダイオキシン化合物、有機塩素系殺虫剤、クロロニトロフェン、ペンタクロロフェノール

<Captions>

Fig1 Temporal changes of TeCDFs and PeCDDs pattern in upland soils

Fig2 Chromatograms of combustion and organochlorine pesticides pattern

<Japanese caption>

図１ 山間部の土壌における TeCDFs 及び PeCDDs のクロマトパターンの時間的変化

図２ 焼却灰と有機塩素系農薬のクロマトグラム

<Summary>

日本の山間部では、様々な種類の作物を栽培しているため、それに適した肥料や農薬を使い分けている。過去 50

年に溯り、地方別にダイオキシン化合物濃度の時間的変化を調べたところ、有機塩素系殺虫剤 CNP、PCP による

影響は現在でもなお受けているものの、地方によって使用していた時期や作物などに違いがあるため、影響の仕方

も様々で、平地の稲田と比べても複雑であることが分かった。

<Translator>

西野 貴裕
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<English title>

Degradation of polychlorinated naphthalenes by the lignin-degrading basidiomycete Phlebia lindtneri

<Japanese title>

リグニン分解担子菌である Phlebia lindtneri によるポリ塩化ナフタレンの分解

<Authors>

Shiro Kitano、Toshio Mori、and Ryuuichiro Kondo

<Key words>

PCNs、White-rot basidiomycetous fungi、metabolism、degradation、hydroxylation

<Japanese keywords>

ポリ塩化ナフタレン類、白色腐朽菌、代謝、分解、水酸化

<Captions>

Fig1 Possible pathways for the fungal metabolism of PCNs

Table1 Mass spectra and GC retention time of the fungal metabolites of NAP and 2-CN

Table2 Inhibitory effect of piperonyl butoxide(PB) on fungal metabolism of 1,4-DCN and 2,7-DCN

<Japanese caption>

図１ 担子菌によるポリ塩化ナフタレン類代謝の予想反応経路

表１ ナフタレン、2-塩化ナフタレンの代謝物のマススペクトルと保持時間

表２ ピペロニルブトキシドによる 1,4-二塩化ナフタレン、2,7－ニ塩化ナフタレンの代謝抑制効果

<Summary>

ポリ塩化ナフタレンは、ナフタレンに塩素原子が 1～8 個結合した化合物で 75 の異性体があり、エンジンオイ

ルの添加剤や電気めっき、木材の防腐剤等としての用途がある。その生産量はおよそ 150000 トンであり、過剰

な暴露は塩素挫創や肝機能の損傷など人体への深刻な影響につながる。

そこで、リグニンの解重合を引き起こす作用のある白色腐朽菌 Phlebia lindtneri をナフタレン、2-塩化ナフタ

レン、1,4-二塩化ナフタレン、2,7－ニ塩化ナフタレンとともに５日間培養したところ、ナフタレン、2-塩化ナフ

タレンは完全に分解し、1,4-二塩化ナフタレンは 90%、2,7－ニ塩化ナフタレンは 50%分解した。これは、チト

クローム P450 酸素添加酵素の働きで水酸化を起こすためであり、この働きはピペロニルブトキシドによって抑

制を受けることも分かった。

<Translator>

西野 貴裕




