
ま え が き
PCB�Polychlorinated Biphenyl�ポリ��ビフェ

ニル�は�い���	
�と����から����
トランスあるいはコンデンサ�の����ノーカー
ボン�のほか������������などに �
されている!1972"までに#59 000トンが$%され
たが�1968"のカネミ�&'(により PCB の)�
が*+,-�し�1972"に./01となり�23さ
れることなく45にわたって67されてきた!１�

2001"に8ポリ��ビフェニル9:;の<=な2
3の>?に@するABCDE�PCBACE�FがG

され�HIJK	L'M�N�がLO５カPにQR
�ST23UVをVDすることとなり�WXY'M
P�2004"12Z�を[\りに]^'MP�2005"９

Z��_`'MP�2005"11Z��ab'MP�2006
"10Z�にて23がcdされた!また�2008"４Z
よりWef'MPにおいても23がcdされるg

となっている!２�この５カPのうち３カPでhiナ
トリウムをもちいたj�k�lmEによる PCB2
3noがp�されている!
q*は2005"にrs.tPuにhiナトリウムl
v��Sodium Dispersion�wx SD�の./UVを
yVし�]^'MPへ PCB のz{�23|�とし
て SD を}~している!３�さらにWef'MPへの
PCBz{�23|�の}~QRとして���に SD
./��をyVした!
I�では�� SD./Pの��を��する!
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室蘭 SD製造所
Muroran Sodium Dispersion Production Plant

q*は�PCB9:;の23��を�しており�HIJK	L'M�N��JESCO�Wef PCB9

:;23UVではq*の��がp�されている!また�23に��な��|�であるhiナトリウ

ムlv��SD�の./もおこなっており�rs.tPuの SD./��に�ぐ���の./プラ

ントを���にyVした!

Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd. developed the treatment technology of PCB wastes which is adopted
by Japan Environmental and Safety Corporation for their Hokkaido Treatment Facility. We also have
developed the production technology of SD as the dechlorination agent of PCB, and completed the
construction of our second SD Production Plant in Muroran City for supplying SD to the said PCB
Treatment Facility.

Key Words�

hiナトリウムlv��SD� Sodium Dispersion�SD�
P C B Polychlorinated Biphenyl
j � k � Dechlorination

��I�
�M��� �� SD./P
4 � � � �
Masahiro Hasegawa
a � � �
Nobuhiko Otsu



����ナトリウム�������
PCB の����に��される��	
で��

ナトリウムの��な���をもちいて PCB から�
�を�ぎ�り�����をおこなう��ナトリウ
ムは������� !"#$�%および&'$�
%(に)�され�*+では,-であり�'と.しく
��し'�を"/するなど�0いが12である�そ
こで345などの6�5のなかに�ナトリウムを
10�m78の9:;<に)=させ��ナトリウム
の>?を5で@うことによりABや'とのCDをE
Fし��がGやかでHIかつJKLに�0えるM-
<にしたものが SDである�
NOの SDはPEQにRづくSTでUB345と

Vじ����W���X5��Y#$M-(に)�
されている�Z[ SD を�	１に\す�

��
 � � 
]^ SDZ_`は�PCB��の�a��Qのbつ

であるc� Na)=-Q�SPQ(dにおいて��
	
として��される SDをZ_するefで�gh
?i5 500 m2�jklmnて1 118 m2�op1 700ト
ンのZ_q�をrしている�]^ SDZ_`のst
を�	２に\す�
���� �

]^ SDZ_`は
u vwxyz{

| msタンクz{
} ナトリウム)=z{
~ SD��z{
� ユーティリティz{
� ����]�)�]

から��される�
�����フロー

SDZ_プロセスの��ブロックフローを�１に
\す�
��である�ナトリウムと345を)=z{に
て���)=させ�`�の[%を����SD��

で��する�SD のxyは��のタンクコンテナへ
��して��される�

����プロセス
���������

vwxyz{は���の�ナトリウムのvwお
よび SDのxyをおこなうz{である�
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��ナトリウムは��であるため��の��で
ISO タンクコンテナにて	
される�タンクコンテ
ナには��のジャケットが��されており��
120�の��を�して��している���した�
�ナトリウムは����によりナトリウム��へ�
られる�ナトリウムタンクコンテナを��３に�す�
SD は SD��から����により ISO タンクコ
ンテナに !され�PCB"#$�へ%�される�
SD タンクコンテナを��４に�す�
�����タンク��

&'タンク�(は�)*および+*の�,をおこ
なう�(で�ナトリウム���-.����+*タ
ンクから/る�ナトリウム��を��５�-.��

�および+*タンクを��６に�す�
-.�はタンクコンテナ�+*はタンクローリに
て	
され�0タンクへはポンプ��にて1
れる�

また�ナトリウム��は23ヒータにより�され�
��は��ナトリウムを4���で�,している�
���ナトリウム����

ナトリウム56�(は���ナトリウムと-.�
を78し�10�m9:の;<=にして SD を>?す
る�(である�
��した��ナトリウムおよび�した-.�を
78�にて78@Aし�そのB�10�m9:の<=
になるまでCD56をおこなう�EFをGHB SD
��へ�4し�IJまでのあいだ�Kさせる�
�����	
��

SD�K�(は�>?LMした SD の�Kをおこ
なう�(である�
56NOPは��ナトリウムを4���で56し
ており�56QBの SDは�RがSいためTUし�
��にて�Kしている��KPは�に@Aをおこな
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��４ SD タンクコンテナ

��５ ナトリウム��

��６ -.���および+*タンク

��３ ナトリウムタンクコンテナ



い���ナトリウムが����するのを�	してい
る
SD���を��７に�す

���ユーティリティ��

ユーティリティ�は�������シールおよ
び������ナトリウム��や SD��および�
��の !を"#する�である

��ナトリウムおよび SDは��$の%�と&'
し�()によっては*+の,-.があるため/0
で��ナトリウムおよび SDの12する34につい
てはすべて��56�としている

734は89により:�;が<なるためゾーン
に�け�ゾーンごとにボイラーおよびチラーにて 
"#をおこない:�;を�つように=>している

�������	
��	

$?=>@はDCS による/ABおよびCDを�
�E@は SDのFGHIをおこなうところである

JKのLM�SD�NAB�SDOPなど/Q

Rの�のSTUV	WXをおこなうとともに�Y�
�;などのABZ[や/0２カ\に]されたC
Dカメラにて/0Z[をCDしている

SD のFGHIは^_`aごとの�Eをおこない
^_FGをb:に�つことおよび SDのOPごとに
^Fcdをefしていることをghするためにおこ
なっている
HIはナトリウムの�Nijおよびナ
トリウムk;などを�Eしている
ijl:にm�
する SDのnopqrを��８に�す


�� � � �
SD は,-stuvwxyz*.sGおよび{%
.sG|の��ナトリウムと,-st}vtu~�
vw�*.�R|の���との��sであり�%と
��して��.ガスw%�|をz�させる
そのた

め�����R�ヘルメット�ゴム����Q�を
��してX�することとしている
*+など���
に�え�����4��*�も��している

��ナトリウム�����SD などの,-sを�
�うため�の��を/した

��������

SD などの��には{%のためチラー%で��し
た� �をm�している
このチラー%には¡¢�
	のため£¡�をm�した

SD の^_では*�U{%�などを¤¥にHIす
ることが¦§であり��においては¨Y©ª«H
を¬さず�またWXが©ªへOずにCDやX�を
おこなえるように�®じ¯の°©0に�を±²し�
³´は�*µ_の¶でc·られたµ_となっている

���� � � �

©ªタンク�には��¸をけるとともにそれ
ぞれ£xyな��¹ºを»¼し�¥½¾として¿À
をzÀするÁÂ»¼システムを�えている

°©0の^_�においても��¸をけ�SD

がÃÄにÁÂしたÅ�をÆ:し�Çºピットを��
¸0に]した
さらにÇºピットは��との��
をÈけるため��をÉMできるµ_とし�z*�	
のÊ]を/した

SD タンクコンテナは SD のËÌ�ÍOし�ドレ
ンをすべてタンクÎÏのノズルからおこなうÐÑと
し�タンクºÏにはノズルやÒをけずÁÂがない
µ_とした

���� � � �

Ó�*ÔやÕÓ�などによる�*�	のため�Ó
�Fは�QÖ�×ØÎのcdおよびÙG�Q�×4
のm��アース«ÚをgÛにおこなっている
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��８ SD のnopqr��７ SD���



��ナトリウムおよび SDの��は���と��
ヒータを	
し��による��を��している�
��ナトリウム�����SD のタンク�は��
などにより��を��まないよう�����をおこ
なって��に� で!��"#としている�また�
ポンプ�$を%け�� ガスによる�$&'を(

している�)*の+,を-.するため/�
バック
アップボンベを0)し�� ガスレシーバタンクの
��12に3して45で67わるシステムを(
し
ている�
���������

89:;に:づき�<=のノズルより>?@A
と� をBCして@するDE'>?@)*を)
Fした�>?@)*GHにもIEの@Jを)F
するとともに���K
のLM@ANOJ�@
PA�@マットをQRにSFしてTU@V5

に*えた�また�45KWXJを)Fし�YZ�
�[で\]をおこなうようにした�

む す び
PCBL^_が`aされ�bcdefg`)によ
るhijなfgがklされた�SD および��ナト
リウムのmnいにopなqrをsい�tu-.v+
,wxv+Eyzを{|して�PCBfgの+,v
+Eなfgに}~していきたい�

��	
��

１�����x���fg�x�����PCBfg��ガ
イドブック��������17�８��a�p.5
２��h��+,�x���ホームページ��PCB�x�
��fg�xの��"�について�
http://www.jesconet.co.jp/business/contents/progress/index.html
３��� ¡�¢£��ソリューション�W�Vol.2�
No.2�2006��p.8
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