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Direct quantitative analysis of arsenic, its leachability and speciation in 

flyashes from coal fired power plants.（ヒ素の直接定量分析および石炭

火力発電所からのフライアッシュ中ヒ素の溶出特性） 
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論 文 内 容 の 要 旨 

The graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GF-AAS) method has been developed for direct 

determination of arsenic in solid sample since its appearance as a good alternative to wet methods of 

analysis in many matrices. The determined validation parameters for the developed method are in the 

commonly acceptable range for this type of analysis, and the good percentages for the mass balance 

indicate the accuracy of the method. Using the GF-AAS method, leaching behavior of arsenic in fly 

ashes from coal fired power plants was investigated. The results indicated that, arsenic leaching 

fractions in unit 1 was higher than that of unit 2, it is associated with the amount of reactive calcium 

oxide (CaO) containing in coal fly ash from unit 1 was lower than that from unit 2. Hence the coal fly 

ash from unit 2 having higher CaO/Ash ratios generate more Ca3(AsO4)2 and have lower As leaching 

fraction than that from unit 1. CaO/Ash ratios was a promising index to reduce arsenic leachability. 

 

論文審査結果の要旨 

本論文は，第一に石炭およびフライアッシュ中に含まれるヒ素を直接定量分析するための手法を開発し

た。従来，ヒ素の定量分析は，固体の分解前処理とＩＣＰ分析で行なわれてきたが，分解前処理に課題が

あり，精度の良い分析ができなかった。新しく開発した手法は，グラファイトファーネスを用いて，超高

温で固体を直接分解し，その揮発ガスを原子吸光分析するもので，斬新かつ精度の高い新たな分析法と言

える。第二に，開発した分析法によって，石炭火力発電所から排出されるフライアッシュからのヒ素の溶

出特性について検討した。ヒ素溶出濃度がフライアッシュ中のカルシウム濃度に強い関連があり，カルシ

ウム濃度が減少すると，急激に溶出濃度が増加することを初めて明らかにした。 

 

最終試験結果の要旨 

本論文内容は，学位論文として十分なレベルであること，また本学位論文に関連する原著論文２報が

発表されており，学位論文審査を合格とする。 
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