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1. はじめに
近年、環境有害物質｛ダイオキシン、ポリ塩化ビフ

含ハロゲン化合物の分解無害化処理が確立される。電

ェ二ール（PCB）、NOx、揮発性有機化合物（VOC）

子供給の注入源は、カーボンナノチューブ（以下、CNT）

など｝による環境汚染は深刻な社会問題であり、早急

を用いた4-5)。CNTは、アスペクト（縦横）比が非常に大

な処理技術の確立が要求される1-2）。ここでは、ダイオ

きく先端が尖鋭であり、化学的に安定、機械的に強靭

キシン類などの含ハロゲン化合物の現状を述べる。

である。CNTを電極として用いることで、高密度の電子

ダイオキシンの発生源は、主に産業廃棄物、ごみ焼

発生およびその制御が可能となる。このため、CNTから

却過程である。300-600℃の焼却温度でハロゲン化フェ

放出された電子群は、ダイオキシン類を初めとする含

ノール、ベンゼンなどの燃焼物質中に存在する前駆分

ハロゲン化合物の高効率分解無害化処理システムの確

子から生成される。ＰＣＢは、コンデンサーや変圧器

立に十分寄与すると考えた。この処理方式は、カーボ

などの電気機器用絶縁油内に低濃度から高濃度の割合

ンナノチューブの形状特性が含ハロゲン化合物の性質

で含まれており、日本国内で未処理のＰＣＢ（含、汚

に見事に合致したことで、化学有害物質のリスク削減

染物質）は、約６０万トン存在する。これらのＰＣＢ

に大きく寄与するCNT新応用技術のひとつと判断でき

は、２００１年に施行されたＰＣＢ特別措置法により、

る。平成１８年度は、CNT電子源を用いて、ダイオキシ

２０１６年までの処理が義務づけられている3）。

ン生成の前駆物質の一つであるクロロフェノール類の

これまで、ダイオキシン類に代表される含ハロゲン

分解処理を実証評価したので報告する。

化合物の分解処理は、燃焼法、化学抽出法、紫外線分

PCDDs

解法、放電処理法、微生物処理法などが試みられてい
る3）。しかし、高温必須、処理時間の長時間化、処理
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後の２次有害物質発生、処理効率の低さなど多くの課
題が山積しているのが現状である。
図１に、ダイオキシンおよびＰＣＢの構造式の一例
を示す。いずれもベンゼン環に塩素が結合した物質で
ある。含ハロゲン化合物を無害化させるためには、こ

PCB

のベンゼン環と塩素との結合を切断し、再びベンゼン
環と塩素を結合させないことが重要である。
当研究所では、電子注入加速によるに含ハロゲン化
合物分解処理法に着目した。含ハロゲン化合物の周辺
に多数の電子を供給、その電子の加速を利用して、ベ

mCl

nCl

ンゼン環と塩素の結合を切断し、塩素に電子を付着さ
せ、塩素アニオンを生成させる。その結果、ベンゼン
環と塩素との再合成が抑制され、電子の寄与による

図１ ダイオキシン類の構造式（一例）

2. 実験装置図および方法

クロロフェノール類が担持されたシリカゲルをセラ
ミック容器内に封入する。チャンバー内は、ロータリ
ーポンプおよびターボ分子ポンプを用いて、10-4 Pa ま
で真空排気を行った。その後、CNT 電子源から放出さ
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れた電子群をシリカゲルに数分間照射する。電子処理後
のシリカゲルを取り出し、エタノール 20ｍｌで十分に
撹拌洗浄を行い、抽出液 1μl をガスクロマトグラフィ
で分析した。
ガスクロマトグラフィの分析条件は、注入口、検出
器温度は、共に 280℃一定とした。カラム温度は、試

! "#$%&'

料の濃度に応じて 250℃一定（高濃度時）、昇温（低濃
度時）プログラムをそれぞれ用いた。分析方法は、高濃

図 2 実験装置図

度時はスプリット（1:100）分析、低濃度時は、スプリ
ットレス分析を用いた。本分析器の限界検出濃度は、

比較的取り扱いが容易なクロロフェノール類（オルト

数 ppm である。

ークロロフェノールもしくは、ジクロロフェノール）を

着効果に優れたシリカゲルに担持させた。溶媒にはエ
タノール 172 ml を使用、クロロフェノール類の溶液は、
濃度に応じた量を適宜注入した。クロロフェノール類
とエタノールの混合溶液を十分攪拌後、シリカゲル 10
ml を混合溶液中に入れる。その後、この混合溶液を容
-1

器内に封入し、10 Pa まで真空排気を行うことで、容
器内の混合溶液が蒸発を起こし、シリカゲルにクロロ
フェノール類が担持される。この時、蒸発中の液体に
クロロフェノール類が検出されてないことは予め確認

3. 実験結果

The rate of decomposition (%)

試料として用いた。クロロフェノール類は、実験時、吸
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図2 に実験装置図を示す。CNT 電子源は、チャンバー
内上部に設置した。CNT 電子源 6)の上部に設けられたφ
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10 mm のグリッド電極に 1kV の直流電圧を印加する。試
料を封入する容器は、セラミック製で、容器内下部に
銅電極を設置した。この銅電極をアノード電極として、

図３ 異なる初期濃度別クロロフェノールの処
理時間に対する分解率

正の直流高電圧 2kV を印加することで、カソード電極
である CNT 電子源から効率良く電子群が放出され、試
料に均一照射される。なお、CNT 電子源のグリッド電極
から、銅電極までの電極間距離は 35 mm である。

図３に異なる初期濃度別クロロフェノールの処理時
間に対する分解率を示す。分解率 Cr は、以下の式から
算出した。

6

図４に異なる初期濃度別 2.4 ジクロロフェノールの
Cr = ｛(Cbt-Cat)/ Cbt｝

100

(1)

処理時間に対する分解率を示す。高濃度のジクロロフェ

ここで、Cbt は、CNT 電子源処理前のガスクロマトグラ

ノールに対しても、クロロフェノール同様、数分間でほ

フィのカウント値、Cat は、CNT 電子源処理後のガスク

ぼ分解処理できていることを確認した。これらの結果か

ロマトグラフィのカウント値を示す。その結果、7300

ら、CNT から放出される電子群の寄与により、中―高濃

ppm のクロロフェノールは１分間で 89％、２分間で数

度のクロロフェノール類を低電力かつ短時間で分解処

ppm（本検出器限界値、以下、730、73 ppm の分解も同

理できることを実証した。

様）程度まで分解処理が確認できた。730 ppm のクロロ
フェノールは、１分間で 81%、２分間で 90％、３分間

4.考察

で数ｐｐｍ程度まで分解処理が確認できた。73 ppm の

CNT から放出される電子の寄与で、クロロフェノー

クロロフェノールは、２分間で 78％、３分間で 93％、

ル類が分解処理できることを明らかとした。以下に、

5 分間で数ppm 程度まで分解処理が確認できた。この時、

本実験で用いた CNT 電子源の特性を示す。

注入電力は 0.5 W、最大約 1/1000 以下まで濃度が減少
した。7300 ppm クロロフェノール 1 g に注入されたエ

CNT 電子源から放出された電子数密度は以下の式か
ら算出した。

ネルギーは、注入電力 0.5Ｗから考慮して、46Ｊと算
出された。この値は、誘電体バリア放電方式で処理し

I = envs

（２）

た場合 5）のクロロフェノール 1ｇに注入されたそれと比

ここで e は電子の素電荷量 1.6 10-19 、
I は電極間電流、

較して、約1/161 であり、CNT による分解処理が放電方

v は電子の移動速度、s は電極の面積である。（２）式

式と比較して非常に効率的であることが明らかとなっ

から電子密度の値を算出すると 3.5 1010 cm-3 である。

た。

CNT 電子源から放出された電子エネルギーE は以下の
式から算出した。

E= mv2 / 2

（３）

ここで、ｍは電子の質量、ｖは電子の移動速度である。
（３）式から CNT 電子源から放出された電子エネルギー
は、約 230 eV と算出された。含ハロゲン化合物は、ベ
ンゼン環に塩素が結合しており、その結合エネルギー
!"
#$

は 5eV 程度、ベンゼン環自身の結合エネルギーも 5 eV
程度である 7)。また、今回の検出器の検出限界濃度内で

#$

はフェノールは検出されなかった。クロロフェノール
類は、CNT から放出された電子群の加速によって、クロ
ロフェノールの構造体であるベンゼン環と塩素および
ベンゼン環自身の結合が切断され分解処理が行われた。

図４ 異なる初期濃度別 2.4 ジクロロフェノールの
処理時間に対する分解率

そのため、脱塩素化によって生じると推測されるフェノ
ールは検出されなかったと考えられる。
図３より、7300 ppm、730 ppm、73 ppm と初期濃度が
低濃度化するにつれて処理時間が長くなっている。

このため、低濃度試料に対する処理時間の短縮には、電

一つであるクロロフェノール類の分解処理を実証評価

子密度の更なる向上が必要であると考えられる。

した。その結果、以下のことが明らかとなった。

本研究は電子加速による分解処理であるが、脱着に
よる試料の熱分解が懸念されるので、以下の式を用い
て評価した。

1) ク ロ ロ フ ェ ノ ー ル （ 初 期 濃 度 7300 ppm,
730ppm,73ppm）、もしくはジクロロフェノール（初
期濃度 1162 ppm,755 ppm）を 0.5W の注入電力かつ

C = 0.24Pt

(4)

ここで、Ｃは熱量、Ｐは注入電力、ｔは処理時間で

数分間で分解処理できることを実証した。
2) クロロフェノール１ｇに注入されたエネルギーは、

ある。図 3 より、シリカゲルに担持されている７３００

４６Ｊであり、この値は、バリア放電方式のそれと

ｐｐｍのクロロフェノールは、注入電力 0.5Ｗ、2 分間

比較して約 1/161 の値であった。このため、ＣＮＴ

の処理時間で、ほぼ完全に分解処理されている。ゆえに、

電子源を用いた手法は、放電方式と比較して処理効

クロロフェノール担持シリカゲルが、ＣＮＴから放出

率が高いことを明らかとした。

された電子から得る熱量Ｃは、（４）式から 14.4 cal

3) CNT 電子源を用いた手法は、カーボンナノチューブ

と算出される。処理に用いたシリカゲルの量は 3ｇな

の形状特性が含ハロゲン化合物の性質に見事に合

ので、1g 当たりのシリカゲルが得た熱量は、わずか

致したことで、化学有害物質のリスク削減に大き

4.8℃であり、本実験では脱着による試料の熱分解の影

く寄与する CNT 新応用技術のひとつと判断でき

響はない。

る。

CNT 電子源を用いる手法は、燃焼法のように高温状
態を必要とせず、還元反応処理であるため分解処理過程
で２次有害化学物質が再合成されることもない。電子
のみにエネルギーが注入されるので放電プラズマ処理
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