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PCB�Polychlorinated Biphenyl�は���に��
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��がなく��������に�れる
ことからトランスコンデンサなどの����
�などに��されてきたがその��が�らかとな
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PCB 脱塩素化プロセスにおけるエマルション状物質の生成と
その低減
Study of Emulsified Material Formation and Decrease in PCB Dechlorination
Process

�	 Na89:;による PCBDEF���においてGHIJによってはKL���Mの�N

とONのPQにエマルションRSTがUVした�!STは PCBKL���MのSTではあるが

4WS%のXYにつながるためUV%をZ[する\]があった�このSTを8^した_`メタ

フェニレンaビフェニルbc:を/V8とするSTとd�されそのUVメカニズムはPCB の

DEF�GHによりUVしたビフェニルラジカルのefがbcしてUVしたメタフェニレンaビフェ

ニルがOghiでOgされたものとd�された�

エマルションRSTのZ[j;としてOFkl:のXYによりbc:UV%をZ[するj;お

よびOgmnhiでのopIJをqrするj;をstした�その_`Ogmnhiでのビフェニ

ルbc:uvをwxでyzするなどopIJのqrによりエマルションRSTのUVを{えること

ができた�

Emulsified material was generated in the interface of oil and water phases obtained in the PCB
dechlorination process with sodium dispersion under some conditions. An increase of waste was caused
by the formation of the emulsified material. It was presumed that the principal ingredient was meta-
phenylene type oligomer from the analytical results. The generation mechanism was presumed that
some biphenyl radicals generated by PCB dechlorination had been hydrated in the hydration process.
To decrease the emulsified material, the method for decreasing the amount of generated oligomer by
increasing hydrogen donor, and that for changing the operational condition in the hydration process
were examined. The formation of the emulsified material was decreased by changing the operational
condition.
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FT-IR����を�１に��スペクトルを�２に
�す�2 800	3 000 cm
1に�����の����
650	900 cm
1および1 600 cm
1に���または��
�の������の����さらに3 300	3 400
cm
1に���の���がそれぞれ� され�ビフェ
ニルの�!が���で��された���であること
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GPC����を�２に��クロマトグラムを�
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られた�
MNナトリウムによる PCB34��OPでは�
��QR?をSTUにVWしないX�では�PCB
の4�がナトリウムで��されたビフェニルナトリ
ウムとなるWurtzYのOPにより7�?が56する
とのZ[がある�３, �\���QR?をSTUにV
WするX�では�]OPはナトリウムにより PCB
から4�が^_かれて56したビフェニルラジカル
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Polymer Laboratories��
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A�は����の��を�するビフェニル	
�
の��を��することにより�エマルションの�
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ある�
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�を?@す
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