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<English title> 

FIRST RESULTS OF RELEASE INVENTORIES OF PCDD/PCDF UNDER THE STOCKHOLM 

CONVENTION 

<Japanese title> 

ストックホルム条約後のダイオキシン類排出インベントリー第１報 

<Authors> 

Heidelore Fiedler 

<Keywords> 
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<Captions> 

表１ ウルグアイのダイオキシン類排出インベントリー（2000年） 

表２ タイの暫定ダイオキシン類排出インベントリー（1999年） 

表３ フィリピンのダイオキシン類排出インベントリー（1999年） 

表４ ヨルダンのダイオキシン類排出インベントリー（2000年） 

表５ ブルネイ・ダルサラーム国のダイオキシン類排出インベントリー（2000 年） 

<Summary> 

UNEP は「ダイオキシン類排出の同定及び定量用標準ツールキット」を開発した。ツールキットはエクセルファイ

ル形式で、産業統計量（ｔ）と、単位産業統計量当たりのダイオキシン類排出係数を掛けて算出することができる。 

ウルグアイでは、2000 年に 28ｇTEQ のダイオキシン類排出があり、そのうち 17.1ｇTEQ は廃棄物、農産物残渣

の焼却により大気に放出されたもの。この主な発生源は、森林火災 7.7ｇで 45％であった。 

タイでは、1999 年に 1,700ｇTEQ の排出があった。うち 985ｇTEQ は大気に放出され、705ｇはその他に含まれ

る。この主なものは、消費財製品や野焼き等の灰である。 

フィリピンは 1999 年に 534ｇTEQ の排出があり、328ｇTEQ は大気へ放出された。うち 35％は農業系野焼きに、

30％は薪による調理、18％はバイオマスボイラーに起因した。 

ヨルダンでは 2000 年に 71.1ｇTEQ の排出があった。70％以上が野焼きで、２番目は汚水処理施設からの排出で

16.7％であった。 

ブルネイでは、ツールキットに記述された産業の多くは行われていなかった。ダイオキシン類の排出は 2001 年で

1.4ｇTEQ であり、42％が医療系廃棄物焼却炉からで、41％は埋立てであった。 

全ての国において、ダイオキシン類の排出量を推計するために、このツールキットは適用可能であった。 

 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 
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<English title> 

PCDD/F EMISSIONS IN HOT-DIP GALVANISING FACILITIES. 

EVALUATION IN THE FRAME OF SPANISH DIOXIN INVENTORY 

<Japanese title> 

溶融亜鉛めっき施設のダイオキシン類排出量 

スペインダイオキシン類インベントリー枠における推計 
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<Captions> 

表１ 調査対象のスペインの溶融亜鉛めっき工場と試料の種類 

表２ 2002年スペインの溶融亜鉛めっき工場 10 施設からのダイオキシン類排出量 

図１ あくとばいじんの平均毒性等量分布 

図２ ばい煙の平均毒性等量分布 

<Summary> 

スペインにおける溶融亜鉛めっき産業から排出されるダイオキシン類インベントリーを推計した。排ガス処理施設

を有する 10 施設を代表として抽出し、亜鉛浴槽表面のあく、排ガス処理施設のダスト、ばい煙試料についてダイ

オキシン類を測定した。溶融亜鉛めっき工程がダイオキシン類を発生するのは、450℃の亜鉛浴温度、フレックス

中の塩素の存在（塩化亜鉛-塩化アンモニウム）、粒状物質、有機物の存在、金属触媒の存在による。 

浴槽表面のあくは、0.7-107pgI-TEQ/g、排ガス中は 0.003-0.014ngI-TEQ/Nm3 と低かった。バグフィルターダス

トは、127-8075pg/gI-TEQ で、このダストを再利用するとダイオキシン類の汚染の拡散になり得る。 

異性体の毒性等量分布を見ると、ばい煙とフィルターダストは、フランが優先し、特に 2,3,4,7,8-PCDF が多かっ

た。一方浴槽のあくはダイオキシンとフランはほぼ同等であったので、生成の仕方が違うようだ。 

排出係数は、溶融亜鉛めっき鉄鋼１ｔ当たり、平均 33ngI-TEQ となった。排ガス処理装置をもっていない施設で

は、もっと高い排出係数となるものと思われる。 

結論として、排ガス処理装置でダストを回収することが、溶融亜鉛めっき産業からのダイオキシン類の排出を削減

する有効な手段である。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,9-12  

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 
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<Captions> 

図１ 韓国の火葬場ばい煙中のダイオキシン類同族体及び 2378 位置換異性体の分布 

同族体は割合(%)、異性体は濃度（ngTEQ/Nm3)を縦軸にしている 

図２ 韓国の火葬場ばい煙中のPCB と PAH 

表１ 韓国（2001）の火葬場から排出されるダイオキシン類、PCB、PAH 

図３ 韓国の火葬場から排出されるダイオキシン類、ベンゾピレンの量の傾向 

<Summary> 

韓国の火葬場でダイオキシン類、PCB、PAH の排出量を調べた。 

ばい煙中のダイオキシン類は 19-150ng/Nm3（0.46-2.1ngTEQ/Nm3)、PCB（３塩素から 10 塩素）は 22-110ng/Nm3、

PAH は 1300-2300ng/Nm3であった。 

同族体濃度では、4 塩素フランが最も高く、塩素数が増加するにつれ減少した。 

異性体分布では、23478PCDF が最も高かった。 

PCBでは３塩素同族体が割合が高く、高塩素のものは検出されなかった。 

PAH では、ナフタレンがだんとつ高かった。フェナントレンも次いで高かった。 

ダイオキシン類、PCB、PAH の排出係数（ng/体）を求め、年間の排出量を算出した。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,13-16  

<section> 
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<Keywords> 
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<Captions> 

図１ 反応系のフロー模式図 

図２ ばいじんを添加した煤の酸化による生成物の収量 

図３ クロロベンゼン収量に及ぼす触媒濃度の影響 

図４ クロロベンゼン収量に及ぼす脱着温度の影響 

<Summary> 

燃焼後冷却条件下で煤とばいじんを酸化し、煤とダイオキシン類生成の関係を調べた。 

煤とばいじんはあらかじめヘリウム気流下で 500度で加熱し PAH 類や有機化合物を除去した。 

ばいじんを添加しないで煤を酸化した場合は、半揮発性化合物はほとんど生成しなかった。脂肪族化合物（メタン、

エタン、エチレン、プロパン、ブタンなど）は 4mg/kg、10mg/kg 生成した。 

ばいじんを重量比で 5％混合した場合、クロロベンゼンが 3-16mg/kg 生成し、ベンゼンや揮発性脂肪族化合物が生

成した。クロロベンゼンの発生は 400度が一番高かった。 

ばいじんの混合比を 25、50％に変えてみたが、クロロベンゼン全体の発生量にばいじんの割合は重要ではなかった。 

Milligan らのばいじんを用いたデノボ合成の結果に比べて、予め加熱したばいじんを用いた場合のクロロベンゼン

の発生量が少ないので、加熱温度を 300℃と 400℃で行ってみた。その結果、300℃で予め過熱したばいじんを用

いて酸化するとMilligan らの結果に近くなった。このことから、旧デノボ合成実験では、ばいじんに吸着していた

化合物が、生成したクロロベンゼンの主要な供給源であったことが示唆された。 

今回の実験結果から、煤の酸化生成物が、有害な大気汚染物質の主要な供給源であることがわかった。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 
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<Captions> 

表１ ばい煙中の PCB 異性体濃度（ng/m3） 

図１ 燃焼工程ばい煙、アロクロール、ソボルのPCB 因子スコア 

<Summary> 

クラスノヤルスクで発電、非鉄冶金、アルミニウム製造、セメント製造の工場からばい煙を採取し PCB を測定し

た結果、0.1-5ug/m3 であった。 

主成分分析の結果から、ばい煙中 PCB のプロファイルは、アロクロールなどの PCB 製品と大きな違いがなかった。

排出係数を計算した結果、原料又は燃料１ｔ当たり 3 から 700mg の PCB が発生することがわかった。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 
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<Captions> 

表１ 選定した暖房器具の仕様（マニュアルから） 

 ５つのストーブの製品名、燃料、出力、煙突径、重量、サイズを記載 

図１ 実験器材の組み立て 

表１ 石炭ストーブの排ガス中のPAH とダイオキシン類濃度 

表２ まきストーブの排ガス中の PAH とダイオキシン類濃度 

表３ 本研究で得られた排出係数のまとめ 

図２ 一酸化炭素、PAH、ダイオキシン類の相関関係 

<Summary> 

まきストーブや石炭ストーブの製品の種類、燃料の種類毎にダイオキシン類、PAH の発生量を調べた。 

石炭ストーブの場合、PAH は 22mg/Nm3 未満、ダイオキシン類は 2ngTEQ/Nm3 未満であった。 

まきストーブについて、広葉樹、加工木、家庭のごみを混ぜた場合を検討した。家庭ごみを混ぜた場合と加工木を

燃やした場合に顕著にダイオキシン類濃度が増加した。 

排出係数を計算したが、何を燃やすかで大きく値が異なった。一酸化炭素と、PAH やダイオキシン類の発生量には

明らかな相関関係は見られなかった。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 
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<English title> 
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<Japanese title> 
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<Captions> 

図１ 施設の構造とサンプリング箇所 

図２ ボイラー以降の処理前排ガスにおける最適化の影響 

図３ 処理前と処理後の排ガス中のダイオキシン類 

<Summary> 

都市ごみ焼却炉では、立上げ時に大量のダイオキシン類が発生して排ガス装置の内壁に吸着する。このダイオキシ

ン類が焼却工程中脱着して排ガス中に入り、ダイオキシン類排出量が多くなってしまう。 

このため、立上げ時のダイオキシン類発生量を抑制するような稼動方法の最適化を試みた。 

オイルバーナーで点火するときに、不活性な吸着剤（Desomix）を注入するとバグフィルター部でのダイオキシン

類が減少した。 

また、オイルバーナーにより排ガス冷却のボイラーに煤が付着すると、この煤がダイオキシン類の生成につながる

ので、煤が出ないように一酸化炭素のレベルを制御するような空気と燃料のコントロールをする。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 
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<Japanese title> 
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<Captions> 

図１ 施設の構造とサンプリング箇所 

図２ 温度上昇曲線とサンプリング期間 

表１ サンプリング時の詳細と結果 

図３ ボイラー以降の同族体パターンとPCDF/PCDD比 

図４ 湿式ボイラー以降の同族体パターンと PCDF/PCDD 比 

<Summary> 

GSB は Baar-Ebenhausen で有害廃棄物焼却炉を運転している。排出ガスのダイオキシン類濃度は

0.1ngI-TEQ/Nm3の基準を満たしているが、2002 年12月にわずかにこの基準を超過する事例があった。このため、

炉の立上げ時に、ボイラー出口、湿式スクラバー出口、煙道の３点で経時的にサンプリングを行った。その結果、

立上げ時にボイラー出口でダイオキシン類濃度が高かった。これはオイルバーナー稼動時に発生した煤が、まだ冷

たいボイラー内壁に付着し、徐々に温度が上昇するにつれてダイオキシン類を生成するものと思われた。特徴的な

ことに、この場合は PCDF/PCDD 比が 0.5 と、通常の比の 2 よりも小さくなっていた。この立上げで発生したダ

イオキシン類の影響は、２週間後も湿式スクラバーにメモリーとして残ることが認められた。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 
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<Captions> 

図１ 施設の構造及び採取場所 

表１ 立下げ時の除塵後排ガスと、電気集塵灰中の有機汚染物質濃度 

図２ 都市ごみ焼却炉の立上げ時の未処理排ガス中のダイオキシン類、塩化水素、一酸化炭素 

表２ 立上げ時の未処理排ガス中ダイオキシン類、PAH、ポリクロロベンゼン、ポリクロロフェノール濃度及び電

気集塵灰とボイラー灰中のダイオキシン類 

<Summary> 

都市ごみ焼却炉の立上げ、立下げ時の排ガス、電気集塵灰、ボイラー灰中のダイオキシン類等について調べた。立

下げ時を、廃棄物供給の停止からアフターバーナーの点火までと、火格子上に焼却残渣が無くなるまでに分けてサ

ンプリングした。ダイオキシン類、PAH、クロロベンゼン濃度は定常運転時の濃度範囲であった。クロロフェノー

ルはいくぶん低くなった。塩化水素濃度は、定常運転時は 500、800mg/m3であったが、立下げ前段で 200mg/m3

になった。後段でも、45mg/m3 以上であったことから、炉内壁面や熱交換装置内壁に付着した塩素が放出されて

いるものと思われた。電気集塵灰へのダイオキシン類の負荷量は、立下げ操作によって特に変化はなかった。 

立上げ時の状況は、耐熱材の交換終了時に調査した。このため、炉を蒸気で加温してから、炉内に空気を供給し、

バックバーナーで徐々に加温した。炉内温度が 850℃に達してから廃棄物を供給した。 

立上げ期間、塩化水素濃度は 5-15mg/m3 と、立下げ時よりも低かった。炉内温度が十分高くなるまでは一酸化炭

素、PAH 濃度が高くなった。ダイオキシン類濃度は定常運転時よりも多少低くなった。 

廃棄物の供給を開始して直ぐに、排ガスと電気集塵灰中のダイオキシン類濃度は、定常運転時よりも一桁増加した。

排ガスと電気集塵灰中のダイオキシン類濃度は、廃棄物投入 12 時間後でも高いままであった。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 
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<Authors> 
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立上げ、都市ごみ焼却炉、塩化水素、煤、硫黄 

<Captions> 

図１ 立上げ時の、温度、一酸化炭素、炭化水素、塩化水素、二酸化硫黄、ダイオキシン類の経時変化 

図２ 立上げから 32 時間後までに生成したダイオキシン類、炭化水素、煤の量 

<Summary> 

都市ごみ焼却炉で立上げ時のダイオキシン類生成量を調査した。立上げには木材チップを火格子に乗せて、天然ガ

スバーナーで点火した。15 時間後に煙道温度が 1000 度になってから廃棄物を供給した。 

立上げ直後からの４時間は炉内温度が低いため、一酸化炭素や炭化水素濃度が高かった。煤の生成量も同様の傾向

であった。７時間後に完全燃焼できる温度に達すると不完全燃焼生成物は検出下限未満になった。ダイオキシン類

濃度は、立上げ後４から６時間後に最大になったが、一酸化炭素などに比べると４，５時間遅れてピークがきた。

塩化水素濃度を見ると、この時は痕跡程度の濃度であった。これらのことから、ダイオキシン類は、煙道やボイラ

ーにもとから残留していた塩化物と、立上げ時に発生した煤から、デノボ生成により生じたと思われた。 

立上げ時の木材チップに硫黄ペレットを混合した場合は、ダイオキシン類の生成量は減少した。しかし排ガス中の

二酸化硫黄濃度は上昇した。 

以上から立上げ時にダイオキシン類の発生量を最小にするためには、炉内温度を適切なバーナーで高温になるまで

上昇する、炉内温度が十分高くなるまで固体燃料を供給しない、点火時に固体燃料から発生する燃焼ガスを助燃バ

ーナーで燃焼させる、硫黄含有量の高い重油を用いるか、硫黄を添加する。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,41-44  

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 

DIFFERENT FORMATION MECHANISMS OF DIOXINS IN COMBUSTION SYSTEMS WHEN CHLORINE 

OR BROMINE IS PRESENT 

<Japanese title> 

塩素または臭素存在下の燃焼工程による異なるダイオキシ生成メカニズム 

<Authors> 

Stellan Marklund, Gunilla Soderstrom 

<Keywords> 

PXDD, PXDF, brominated flame retardant  

<Japanese keywords> 

ポリハロゲン化ダイオキシン、ポリハロゲン化フラン、臭素系難燃剤 

<Captions> 

図１ Uema パイロットプラント 

図２ 異性体グループの合計値としてのTeXDF プロファイル（pmol/m3、試料２についての全ての結果） 

図３ 異なる臭素と塩素含有量を含む燃料の燃焼によるTeXDF 中の X（X=Br, Cl)合計量（pmol） 

<Summary> 

パイロットプラントの燃焼炉を用いて PXDD/F の生成を調べた。異なる種類の臭素系難燃剤を添加した場合でも、

TeBCDD, TeBCDF, PCDD/F 生成に明瞭な差が見られなかった。モル濃度ベースでは、TeBDFs が TeCDFsよりも

多く生成された。これは、燃焼ゾーンに Br2 や BrCl が存在すると、ダイオキシン前駆体の臭素化を触媒無しで促

進できるためではないか。 

BrClが存在すると、塩素の電気陰性度が大きいため水素と結合し、R1R2C-H＋BrCl→R1R2CBr＋HCｌのように

反応が進んで、臭素化が促進される。以上から、燃焼物に臭素が含まれると、毒性のあるハロゲン化芳香族がより

多く排出されるものと懸念される。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,45-48  

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 

GAS-AND SOLID-PHASE PARTITIONING OF PCDDs/Fs ON MSWI FLY ASH AND THE EFFECTS OF 

SAMPLING 

<Japanese title> 

都市ごみ焼却炉灰のダイオキシン類の気相-固相分配とサンプリングの影響 

<Authors> 

Shawn Ryan, Abderrahmane Tou ati, Evalena Wikstrom, Brian K. Gullett 

<Keywords> 

entrained flow reactor, partitioning, gas phase, particle phase, adsorption 

<Japanese keywords> 

エントレインドフローリアクター、分配、気相、粒子相、吸着 

<Captions> 

図１ フィルター以降の気相ダイオキシン類の回収に及ぼすフィルター充填量の効果 

表１ 溶媒トラップ法による固体粒子相及び気相中のダイオキシン類の含有率 

<Summary> 

半揮発性のダイオキシン類が、発生源から排出されるときに、気相と粒子相にどのように分配されるかを知ること

は、発生量を削減するための制御上も重要であるが、従来のサンプリング方法では、フィルターで捕捉したばいじ

んが、気相中のダイオキシン類を吸着するおそれがあり、正しい分配を把握できない。そこで、エントレインドフ

ローリアクターを用いて実験した。 

先ず、ソックスレー抽出済みのばいじんを量を変えて充填したフィルターをリアクターの排ガスの経路にセットし、

その上流側でダイオキシン類の標準物質を注入した。その結果、フィルターに 0.5mg/cm2の少ない量を充填しても、

４塩素から８塩素のダイオキシン類は、57％から 79％が、フィルター下流で回収された（43％から 21％はばいじ

んを充填したフィルターで捕捉されたということ；訳者注）。この結果から、従来のサンプリングでフィルターを用

いると、ダイオキシン類の分配にバイアスを与え、また異性体分布にも影響を及ぼすことがわかった。 

次に、ダイオキシン類の分配に影響しないサンプリング方法として、排ガスをジクロロメタンを入れたインピンジ

ャーでトラップする方法を試みた。ダイオキシン類標準を、インピンジャー溶液、気相、ばいじんに添加して、ば

いじんをろ過して溶液と分離して、各画分のダイオキシン類を測定すると、ジクロロメタンは、ばいじんにスパイ

クしたダイオキシン類標準を溶出しないことがわかった。このため、排ガスの気相中のダイオキシン類をそのまま

の状態で保存できることがわかった。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,49-52  

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 

POLYCHLORINATED DIBENZOFURAN(PCDF) PREDICTION FROM DIBENZOFURAN CHLORINATION  

<Japanese title> 

ジベンゾフランの塩素化によるポリ塩素化ジベンゾフランの予測 

<Authors> 

Jae-Yong Ryu, James A. Mulholland, James E. Dunn 

<Keywords> 

dibenzofuran, chlorination, PCDF, Deacon process, conditional probability modeling 

<Japanese keywords> 

ジベンゾフラン、塩素化、PCDF、ディーコン反応、条件付確率モデル 

<Captions> 

図１ DF の塩素化で生成したPCDF の収量（300℃、ガス流量 2.7、0.32、0.18cm/s） 

図２ DF の塩素化により生成したPCDF の実測値と計算値 

<Summary> 

塩化銅（二価）が触媒するディーコン反応により、排ガス中のジベンゾフラン（DF）からPCDFs が生成すること

が知られている。本研究では、ガス流速を３段階に変化させ、異なる温度で、DF の塩化銅触媒による塩素化で生

成した PCDFs のパターンにより、ディーコン反応によるPCDF 生成モデルを発展させた。 

石英管に DF を置き、加熱して 0.1％の DF ガスを発生させ、塩化銅触媒と反応させた。生成ガスをジクロロメタ

ンでトラップしGC/MSで測定した。 

実験を 300℃で、ガス流速 2.7、0.32、0.18cm/s で行った。DF から PCDF へ生成は全体で 1 から８％であった。

早いガス流速では、塩素化の程度が最小であった。低い流速では、塩素化の程度が最大となった。中間の速度では、

幅広い異性体パターンを示した。全ての場合に、4 塩素から６塩素のPCDFｓは、2378体が優占した。この位置が

DF の塩素化しやすい場所となっている。しかし異性体パターンは異なっている。低ガス流速と高温で、４と６位

に置換する異性体が多く見られた（データ未掲載）が、これはこの異性体の安定性が高いためと思われた。 

DF から PCDF の異性体が生成するモデルを検討した。MCDF の各置換基に塩素が付く確率を実験結果から求めモ

デルを作成し、実測値と比較すると良い相関が得られた。低塩素同族体では、PCDF の分解が生じるせいか、計算

値と実測値にずれが生じた。このようなモデル化は、PCDF 生成に占める DF 塩素化の寄与度を示すことができる。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,53-56  

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 

FEATURES OF DIOXIN FORMATION FROM VARIOUS ASHES IN GASIFICATION-MELTING FURNACE 

<Japanese title> 

ガス化溶融炉における飛灰から生成するダイオキシンの特徴 

<Authors> 

Kazuyuki Suzuki, Nobuyasu Kanda, Mazumi Itaya, Katsuya Kawamoto 

<Keywords> 

gasification -melting furnace, de novo formation, fly ash, catalyst, unburned carbon 

<Japanese keywords> 

ガス化溶融炉、デノボ生成、飛灰、触媒、未燃炭素 

<Captions> 

図１ 実験装置 

表１ 飛灰試料の特性 

表２ 供試飛灰の元素組成 (%) 

図１ 飛灰毎のダイオキシン類総量 

図２ ガス化溶融施設の飛灰の排ガス中クロロベンゼン濃度 

図３ ダイオキシン類総量と未燃炭素量の関係 

図４ 飛灰中未燃炭素からのダイオキシン類生成量 

表３ 飛灰中未燃炭素からの塩素化化合物変換比 

<Summary> 

いくつかのガス化溶融炉飛灰を用いて、飛灰中の未燃炭素、金属含有量とデノボ合成の関係を明らかにすることを

目的として実験を行った。 

ガス化溶融炉および対照として従来の焼却炉から飛灰を得、これをペレットにして石英管に充填し 350度に加熱し

た。窒素、酸素、二酸化炭素、塩化水素、水を含むガスを石英管に流し、排ガスをトラップしてダイオキシン類を

測定した。 

排ガスと飛灰に含まれるダイオキシン類の合計をダイオキシン類総量とした。C-2 以外では、ガス化溶融炉の飛灰

は、従来の飛灰焼却炉よりもダイオキシン類生成量は低かった。これはこれらの飛灰の炭素含有量が低いためと思

われた。ダイオキシン類生成に必要な炭素源として飛灰中の未燃炭素が重要な役割をしているだろう。 

C-2 の飛灰は、クロロベンゼン、ダイオキシン類の生成量が共に高かったが、これは、C-2 飛灰が未燃炭素と銅を

多く含んでいたためと思われた。 

未燃炭素とダイオキシン類総量の関係を見ると、ダイオキシン類総量は未燃炭素が増加するとともに増大した。 

また未燃炭素は、生成したダイオキシン類を吸着するものと思われた。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,57-60  

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 

EFFECT OF SINTER MIX COMPOSITION UPON THE FORMATION OF PCDD/FS IN IRON ORE 

SINTERING 

<Japanese title> 

鉄鉱石焼結におけるダイオキシン類生成に及ぼす焼結材料組成の影響 

<Authors> 

Raymond Fisher, David R. Anderson, David T. Wilson, Derek Hemfrey, Trevor A. T. Fray 

<Keywords> 

iron ore sintering, coke breeze, anthracite, soluble chloride content 

<Japanese keywords> 

鉄鉱石焼結、粉コークス、無煙炭、溶解性塩素含量 

<Captions> 

図１ 典型的な焼結プラントの模式図 

表１ 焼結工程で発生するダイオキシン類に及ぼす無煙炭添加の影響 

図２ ダイオキシン類発生量に及ぼす原料中の溶解性塩素の影響 

<Summary> 

製鋼工程でのダイオキシン類排出についてコラス UK は 1995 年から調査している。これまでの調査で鉄鉱石の焼

結工程が主要な発生源であることがわかっている。そこで、焼結材の組成がダイオキシン類発生量に及ぼす影響を

調べた。粉コークスと無煙炭の混合比を変えてもダイオキシン類発生量に顕著な差は生じなかったが、溶解性塩素

含有量が増加すると、２次関数的にダイオキシン類は増加し、350mg/kg を超えた場合に顕著な影響が見られた。  

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,61-64  

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 

DETERMINATION OF POLYHALOGENATED DIBENZO-P-DIOXINS AND DIBENZOFURANS IN A PMN 

SUBSTANCE FROM SIMULATED INCINERATOR EMISSIONS 

<Japanese title> 

製造事前届出物質の模擬焼却ガス中ポリハロゲン化ジベンゾパラジオキシンおよびジベンゾフランの測定 

<Authors> 

Ryan R. James, John M. Ariano 

<Keywords> 

PBDD/Fs, brominated flame retardant compound, analytical method, quality control 

<Japanese keywords> 

ポリ臭素化ダイオキシン類、臭素系難燃材、分析方法、品質管理 

<Captions> 

表１ 燃焼試験中の炉内温度 

表２ 内標準の回収率 

表３ 標準添加回収率 

<Summary> 

PBDD/Fs の分析方法を開発し、臭素系難燃材の焼却ガス中の PBDD/Fs を測定した。燃焼試験は、EPA の製造事

前届出にかかる分析方法のガイドラインに従った。燃焼試験と化学分析はEPA TSCA GLP 標準に従って行った。  

臭素系難燃剤 0.1ｇを９回の繰り返し実験に供した。燃焼生成物を石英繊維ろ紙とXAD-2 でサンプリングした。ろ

紙と XAD-2 に内標準として 2.5ng 2,3,7,8-13C-TBDD, 12.5ng 1,2,3,7,8-13C-PeBDD, 25ng 2,3,7,8-13CTBDF, 

125ng 2,3,4,7,8-13C-PeBDF を添加した。このほかネイティブの PBDD/Fs を、標準添加回収とラボコントロール

用としてスパイクした。200ｍL のトルエンで試料を 18 時間ソックスレー抽出した。クデルナダニシュで抽出液を

25ｍL まで濃縮し、メスシリンダーに移してトルエンで 100ｍL に定容した。20ｍL を 125ｍL の分液ロートに分

取し、SW846 Method8290 や EPA Method1613に従ってクリーンアップを行った。これには酸塩基分配や酸、

塩基で修飾したシリカゲルによるクロマトグラフィーが含まれている。 

最終のクリーンアップとして、Ebert らのシーケンシャルフロリジルカラムを用いた。この方法は、難燃剤を

PBDD/Fs から分離するために開発されたものである。フロリジルを 180 度で活性化し、水を 1％w/w 添加して混

合する。このフロリジルを、10ｍL のメスピペットの先端にガラスウールを詰めた中に５ｇ入れ、硫酸ナトリウム

1.6ｇをその上に載せる。試料を負荷し、ヘキサン 50mL を流す。このヘキサン溶出液は保存しておき、次いで、

9:1(v:v)トルエン：ジエチルエーテル 50mL を流し、この画分をヘキサン 3mL に転溶する。これを２回繰り返す。

ヘキサン溶液を濃縮管に入れ、窒素パージで 200μL にする。これを GC オートサンプラー用のバイアルの 300μL

のインサートに入れ、乾固するまで濃縮する。ノナン 50μL と 13C-OCDD 回収率用標準 10μL を添加する。蓋を

してボルテックスミキサーで攪拌し-20 度で保存した。 

GC/MS分析は、DB-5（30m×0.32mm、0.25μm）カラムを用い、分解能 10000 で行った。 

内標準の回収率の平均は、51～68%、相対的標準偏差 17～26％であった。 

<Comments by translator> 

<Translator> 

小沢慶一 

<end> 



<Vol, page No.> 

63,65-68 

<section> 

Sources and Emissions; Combustion 

<English title> 

DIOXIN AND PAH IN CHIMNEY SOOT FROM DOMESTIC HEATING APPLIANCES WITH SOLID FUELS 

<Japanese title> 

固形燃料による家庭用暖房器具の煙突煤中のダイオキシンとPAH 

<Authors> 

Raf De Fre, Mai Wevers, Guy Vanermen 

<Keywords> 

soot, woodstove, open fireplace, coal stove, oil heater, emission factor 

<Japanese keywords> 

煤、薪ストーブ、暖炉、石炭ストーブ、オイルヒーター、排出係数 

<Captions> 

表１ すす試料の組成とダイオキシン類濃度 

表２ すす試料の PCDD-PCDF（pg/g）と PAH（μg/g） 

表３ 燃焼試験結果と対照した、すすから得た平均排出係数  

<Summary> 

21 世帯からすすを集めてダイオキシン類、PAH、無機成分を調べ、実社会での排出の範囲を推定した。 

すすは、プロの煙突清掃人が煙突の清掃をするときに集めた。特殊な掃除機ですすを吸い取り、ふるいにかけて 2mm

未満の画分を分析に用いた。 

木を燃やす場合は、石炭や石油の２から３倍のすすが発生した。木のすすは、炭素を多く含有し、いくつかの試料

では組成の 50％以上が炭素だった。石炭や石油では炭素は少ないが、硫黄や塩化物が多かった。すすのダイオキシ

ン類濃度は、木も石油も、２乗を超える濃度のばらつきがあった。 

薪ストーブの所有者が紙、ごみ、廃材、加工材を燃やした場合は、すすのダイオキシン類濃度が高かった。このす

すは、硫黄、塩化物濃度も高く、総 TEQ に占める PCDD の割合が高かった。無垢材を燃やしている場合は、PCDF

の割合が高かった。PAH では、フェナントレン、フルオラテン、ピレンの割合が高かった。PAH は石油のすすで

一番高かったが、その結果は１から 300までの幅があった。一つだけ高い値があると平均値が上昇し、これはダイ

オキシン類でもそうであった。極端に高い汚染を出す排出源を抑えることが、排出量の削減にとって重要であるこ

とを意味している。 

ダイオキシン類と PAH の排出係数を、すす中の濃度と、燃焼試験で薪ストーブのばいじん排出量を求めて計算し

た。これは、付着したすすと排出されたばいじんのダイオキシン類濃度は同一であるという前提で行った。ばいじ

ん排出量に、煤中のダイオキシン類濃度をかけて、排出係数の算出に用いた。このようにして求めた排出係数は、

燃焼試験結果から得た排出係数の範囲の最小値に近い値であった。PAH は、最小値よりもワンオーダー低い値であ

った。この方法の不正確な点を考慮しても、本調査当初に危惧していた、不適切なストーブの使用による、極端に

高いダイオキシン類等の排出はなく、実際の排出量は、燃焼試験で得られた結果と、オーダー的には同じであるこ

とがわかった。 
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<Summary> 

肉骨紛を試料として熱重量測定した結果、燃焼過程では酸素の結合によると見られる重量増が認められた。燃焼に

より発生したダイオキシン類は、他の廃棄物と比較して特に差は見られなかった。950 度ではダイオキシン類がか

なり減少するので、肉骨紛の焼却はこの温度以上で行うことが望ましい。 
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