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3. 塩素含有廃プラスチックの湿式脱塩素処理
1.Techniques of Chemical Recycling for the Production of Benzene and Carbon from Waste PET

Aim of the research is the recovery of chemicals from waste plastics. The pyrolysis of poly（ethylene terephthalate ）
（PET）leads mainly to carbon and gases without any economic benefit. Terephthalic acid can be obtained in the presence
of steam and used again for the production of PET. When steam is used in the presence of calcium oxide, high yields of
benzene are produced. Benzene is a feedstock for the production of important compounds as styrene and phenol.

2.Pyrolysis Behavior of High Impact Polystyrene Containing Brominated Flame Retardants

High impact polystyrene containing brominated flame retardants and antimony trioxide synergist is widely used for electronic equipment. However, since corrosive hydrogen bromide and brominated organic compounds are formed by the
thermal degradation during recycling, a good knowledge about the processes involved is required. Therefore, the pyrolysis
behavior of flame retarded high impact polystyrene was investigated.

3.Wet Dechlorination Treatment of Waste Plastics Containing Chlorine

We have examined the advanced dechlorination of poly（vinyl chloride（PVC
）
）and its chemical modification by nucleophilic substitution. PVC can be dechlorinated under milder conditions by a wet process using aqueous NaOH or NaOH/
EG solution than by common dry processes. Furthermore, we developed new polymers with new functional groups by
substituting Cl groups in order to upgrade PVC during recycling.
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5-1. 重金属イオン、芳香族有機化合物およびアンチモ
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In order to achieve a higher energy efficiency in the treatment of biomasses, hydrogen production by fermentation is
considered as an alternative method for disposing organic waste. We have investigated the improvement of the hydrogen
recovery efficiency, and have developed a stable process design for the fermentation of organic wastes.

キレート形成能を有するクエン酸、リンゴ酸、および酒石
酸でMg-Al LDHを化学修飾し、それらを排水中の重金属イ

5.Application of Mg-Al Layered Double Hydroxide（Mg-Al LDH）and its Calcination Product（Mg-Al oxide）
for the Waste Water and Waste Gas Treatment

オンの除去に応用する研究を行った。その結果、いずれの

Mg-Al LDH and Mg-Al oxide can treat various inorganic and organic anions. We modified Mg-Al LDH with organic anions, in order to take up heavy metals and hazardous organic materials from aqueous solutions. We treated also aqueous
solutions containing antimony and waste gases containing hydrogen chloride using Mg-Al oxide.
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2. 臭素系難燃剤含有ポリスチレンの熱分解挙動

場合も重金属イオンの除去に有効であることが示された。
水溶液からの芳香族有機化合物の選択的捕集能を有す
るMg-Al LDHの開発にも取り組んでいる。ナフタレンジス
Fig.3 Mechanism of dechlorination of PVC.
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Fig.1 Effect of water steam and
CaO on pyrolysis products from 3P+PET（600℃）
.
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Fig.2 TG-MS profiles of HIPS/DDO-Sb2O3.

とが示唆された。

Fig.4 Simplified biochemical pathways in Clostridium butyricum .

Fig.5 New treatment process of hydrogen chloride.
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