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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に塩化カルシウムを添加し
て該廃棄物に付着した放射性セシウムの揮発を促進する方法であって、
前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素量と、
該廃棄物を前記シャフト炉式ガス化溶融炉で溶融処理した際に発生する飛灰に付着した放
射性セシウムが水中へ溶出する放射性セシウム溶出率との関係を求める工程と、
飛灰洗浄処理における放射性セシウム溶出率を設定して、前記シャフト炉式ガス化溶融
炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素量を前記関係から算出する工程と、
算出した前記塩素量から塩化カルシウムの添加量を算出する工程とを備えることを特徴
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とする放射性セシウム揮発促進方法。
【請求項２】
シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に塩化カルシウムを添加し
て該廃棄物に付着した放射性セシウムの揮発を促進する方法であって、
前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素量と、
該廃棄物を前記シャフト炉式ガス化溶融炉で溶融処理した際に発生する飛灰に付着した放
射性セシウムの濃度との関係を求める工程と、
放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素の増分量に対する飛灰の放射性セシウム濃度の増
加量を前記関係から求め、飛灰の放射性セシウム濃度の前記増加量に対応するスラグの放
射性セシウム濃度の低減量を算出する工程と、
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前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入される放射性物質汚染廃棄物の放射性セシウム濃
度から溶融処理後のスラグの放射性セシウム濃度を推定する工程と、
スラグの放射性セシウム濃度の前記推定値と目標値との差をスラグの放射性セシウム濃
度の前記低減量で除して、前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄
物に添加する塩素量を算出する工程と、
算出した前記塩素量から塩化カルシウムの添加量を算出する工程とを備えることを特徴
とする放射性セシウム揮発促進方法。
【請求項３】
請求項１又は２記載の放射性セシウム揮発促進方法において、前記飛灰を洗浄槽に収容
し、該飛灰を洗浄水により前記洗浄槽内で洗浄する工程と、前記飛灰の洗浄に使用した洗
浄廃水に吸着剤を添加して該洗浄廃水中の放射性セシウムを回収する工程とを備えること
を特徴とする放射性セシウム揮発促進方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に塩化カルシウ
ムを添加して該廃棄物に付着した放射性セシウムの揮発を促進する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
２０１１年３月１１日、太平洋三陸沖を震源とするマグニチュード９．０の海溝型地震
（東北地方太平洋沖地震）が発生した。この巨大地震とその後に襲った大津波がきっかけ
となって、福島県の太平洋岸に建設されている原子力発電所において多数の設備が損傷し
、大量の放射性物質が大気中に放出された。これにより、放射能に汚染された瓦礫等の放
射性物質汚染廃棄物が大量に発生する事態に至った。
【０００３】
環境省が公表した「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」によれば、放射性物質に汚染
されたおそれのある災害廃棄物であっても、安全に焼却処理を行うことが可能であり、焼
却に伴って発生する主灰及び飛灰について安全な埋立処分が可能であるとされている。具
体的には、放射性セシウム濃度（セシウム１３４とセシウム１３７の合計値）が８，００
０Ｂｑ／ｋｇ以下である主灰は一般廃棄物最終処分場（管理型最終処分場）における埋立
処分が可能であること、放射性セシウム濃度が８，０００Ｂｑ／ｋｇを超え１００，００
０Ｂｑ／ｋｇ以下の主灰は、国によって処分の安全性が確認されるまでの間、一時保管と
することが適当であることとされている。また、放射性セシウム濃度が１００，０００Ｂ
ｑ／ｋｇを超える主灰は、適切に放射線を遮蔽できる施設で保管することが望ましいとさ
れている。
飛灰については、放射性セシウム濃度が８，０００Ｂｑ／ｋｇを超える主灰と同様に、
国によって処分の安全性が確認されるまでの間、一時保管とすることが適当であり、放射
性セシウム濃度が１００，０００Ｂｑ／ｋｇを超える飛灰は、適切に放射線を遮蔽できる
施設で保管することが望ましいとされている。
【０００４】
このように、放射性物質汚染廃棄物の処理では保管場所の確保が重要となるが、保管場
所に限りがあることから、主灰及び飛灰の減容化が必要となる。例えば、特許文献１では
、土壌や焼却灰等の被処理物に含まれる放射性セシウムを効率的に分離濃縮して、大きく
減容化することができる放射性セシウム分離濃縮方法及び放射性セシウム分離濃縮装置の
技術が開示されている。特許文献１記載の技術では、被処理物に塩素系助剤及び融点降下
剤（塩基度調整剤）を添加して還元雰囲気で溶融することにより、溶融スラグから放射性
セシウムを揮散分離する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１３−２４２１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献１記載の技術において、スラグに残存する放射線量及び飛灰に
含まれる放射線量が所定レベルを下回るようにするためには、被処理物に含まれる放射線
量に基づいて溶融炉に投入される被処理物の単位時間当たりの投入量を調整しなければな
ら な い （ 特 許 文 献 １ の 段 落 [０ ０ ７ ７ ]参 照 ） 。 即 ち 、 特 許 文 献 １ 記 載 の 技 術 で は 、 被 処 理
物の放射性セシウム濃度が高い場合、スラグの放射性セシウム濃度が所定レベルを下回る
ようにするため被処理物の投入量を減らさなければならず、被処理物の減容化処理を安定
的に行うことが困難である。
【０００７】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、被処理物の放射性セシウム濃度にかかわ
らず被処理物の減容化処理を安定的に行うため、被処理物に付着している放射性セシウム
の揮発を促進する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記目的を達成するため、第１の発明は、シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性
物質汚染廃棄物に塩化カルシウムを添加して該廃棄物に付着した放射性セシウムの揮発を
促進する方法であって、
前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素量と、
該廃棄物を前記シャフト炉式ガス化溶融炉で溶融処理した際に発生する飛灰に付着した放
射性セシウムが水中へ溶出する放射性セシウム溶出率との関係を求める工程と、
飛灰洗浄処理における放射性セシウム溶出率を設定して、前記シャフト炉式ガス化溶融
炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素量を前記関係から算出する工程と、
算出した前記塩素量から塩化カルシウムの添加量を算出する工程とを備えることを特徴
としている。
【０００９】
また、第２の発明は、シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に塩
化カルシウムを添加して該廃棄物に付着した放射性セシウムの揮発を促進する方法であっ
て、
前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素量と、
該廃棄物を前記シャフト炉式ガス化溶融炉で溶融処理した際に発生する飛灰に付着した放
射性セシウムの濃度との関係を求める工程と、
放射性物質汚染廃棄物に添加する塩素の増分量に対する飛灰の放射性セシウム濃度の増
加量を前記関係から求め、飛灰の放射性セシウム濃度の前記増加量に対応するスラグの放
射性セシウム濃度の低減量を算出する工程と、
前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入される放射性物質汚染廃棄物の放射性セシウム濃
度から溶融処理後のスラグの放射性セシウム濃度を推定する工程と、
スラグの放射性セシウム濃度の前記推定値と目標値との差をスラグの放射性セシウム濃
度の前記低減量で除して、前記シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄
物に添加する塩素量を算出する工程と、
算出した前記塩素量から塩化カルシウムの添加量を算出する工程とを備えることを特徴
としている。
【００１０】
本発明者らは、シャフト炉式ガス化溶融炉に装入した放射性物質汚染廃棄物（以下では
、単に「被処理物」と呼ぶことがある。）に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウム溶出
率との間に正の相関関係があり、被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウム濃度
との間に比例関係があることを見出した。
本発明では、シャフト炉式ガス化溶融炉の高温且つ還元雰囲気下で放射性物質汚染廃棄

10

20

30

40

50

(4)

JP 6865091 B2 2021.4.28

物を溶融処理することにより、被処理物に付着している放射性セシウムの揮発を促進する
。その際、第１の発明では、被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウム溶出率と
の間に正の相関関係があることを利用し、飛灰洗浄処理として望ましい放射性セシウム溶
出率となるように、被処理物に添加する塩化カルシウムの添加量を調整する。また、第２
の発明では、被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウム濃度との間に比例関係が
あることを利用し、スラグの放射性セシウム濃度が目標値となるように、被処理物に添加
する塩化カルシウムの添加量を調整する。
【００１１】
また、第１及び第２の発明に係る放射性セシウム揮発促進方法では、前記飛灰を洗浄槽
に収容し、該飛灰を洗浄水により前記洗浄槽内で洗浄する工程と、前記飛灰の洗浄に使用
した洗浄廃水に吸着剤を添加して該洗浄廃水中の放射性セシウムを回収する工程とを備え
ることを好適とする。
【００１２】
当該構成では、洗浄廃水中の放射性セシウムを吸着剤で吸着して、放射性セシウム濃度
が数百万Ｂｑ／ｋｇとなるまで濃縮して放射性セシウムを含む廃棄体を最小化する。一方
、洗浄後の飛灰は、指定廃棄物（放射性セシウム濃度が８，０００Ｂｑ／ｋｇ超）から除
外することができる。
【発明の効果】
【００１３】
本発明では、シャフト炉式ガス化溶融炉の高温且つ還元雰囲気下で放射性物質汚染廃棄
物を溶融処理することにより、被処理物に付着している放射性セシウムの揮発を促進する
。その際、飛灰洗浄処理として望ましい放射性セシウム溶出率となるように、あるいは、
スラグの放射性セシウム濃度が目標値となるように、被処理物に添加する塩化カルシウム
の添加量を調整するので、被処理物の放射性セシウム濃度にかかわらず、被処理物の投入
量を減らす必要がなく、減容化処理を安定的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１及び第２の実施の形態に係る放射性セシウム揮発促進方法を実施す
る溶融処理設備のフロー図である。
【図２】飛灰洗浄処理のフロー図である。
【図３】被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウム溶出率との関係を示したグラ
フである。
【図４】被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウム濃度との関係を示したグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態について説明し、
本発明の理解に供する。
【００１６】
本発明の第１及び第２の実施の形態に係る放射性セシウム揮発促進方法を実施する溶融
処理設備を図１に示す。
【００１７】
溶融処理される放射性物質汚染廃棄物は、放射性セシウム濃度が数百〜１０万Ｂｑ／ｋ
ｇの災害廃棄物１０ａや除染廃棄物１０ｂ等であり、密閉された受入ヤード１０内に保管
されている。災害廃棄物１０ａは受入ヤード１０に搬入される前に８０ｃｍ以下のサイズ
に裁断され、シャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入される。除染廃棄物１０ｂはフレキシ
ブルコンテナバッグに詰められたままシャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入される。
【００１８】
シャフト炉式ガス化溶融炉１１には、放射性物質汚染廃棄物と共に、コークス、石灰石
、塩化カルシウムが添加される。コークスの添加量は該廃棄物装入量１ｔｏｎ当たり１５
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０〜２５０ｋｇ、石灰石の添加量は該廃棄物装入量１ｔｏｎ当たり１５０〜４００ｋｇで
ある。塩化カルシウムの添加量については後述する。
【００１９】
放射性物質汚染廃棄物は、シャフト炉式ガス化溶融炉１１の高温（溶融帯温度：１７０
０〜１８００℃）且つ還元雰囲気下で完全に溶融され、該廃棄物に付着している放射性セ
シウムの揮発が促進される。
【００２０】
溶融物は、石灰石の塩基度調整作用により十分に流動性を高めた状態で出湯口１１ａか
ら排出され、樋を介して水砕装置１９に投入される。水砕装置１９は、シャフト炉式ガス
化溶融炉１１から排出された溶融物を冷却して凝固させる冷却水を貯留するケーシング１
９ａと、シャフト炉式ガス化溶融炉１１から排出された溶融物に水を噴射して溶融物を細
かく分散させる噴射ノズル（図示省略）と、ケーシング１９ａ内に設置されたスクレーパ
式のコンベア（図示省略）とを備えている。噴射水によって細かく分散された溶融物は、
ケーシング１９ａ内で冷却凝固して溶融スラグ等となり、コンベアによりケーシング１９
ａから搬出される。無害化された溶融スラグ等はフレキシブルコンテナバッグ２０に収納
された後、保管される。
【００２１】
シャフト炉式ガス化溶融炉１１内で発生した飛灰は排ガスと共に排出口１１ｂから排出
され、燃焼室１２へ導入される。燃焼室１２では、８５０℃以上の高温で可燃性ガスを完
全に燃焼させる。燃焼室１２から排出された高温の飛灰及び排ガスはガス冷却塔１３で冷
却された後、減温塔１４でさらに減温される。
【００２２】
減温塔１４の後段には、第１の集塵装置１５と第２の集塵装置１６が連設されている。
第１の集塵装置１５には活性炭が注入される。第１の集塵装置１５内で、排ガス中の飛灰
が活性炭に吸着し捕集される。また、第２の集塵装置１６には消石灰が注入される。第２
の集塵装置１６内で、排ガスは消石灰によって中和され、中和反応により生成した塩類は
第２の集塵装置１６に捕集される。
第２の集塵装置１６によって清浄化された排気は誘引ファン１７によって煙突１８から
大気中に放出される。
【００２３】
燃焼室１２、ガス冷却塔１３、減温塔１４、第１の集塵装置１５、第２の集塵装置１６
において捕集された飛灰は洗浄処理される。
飛灰に付着した放射性セシウムが水に溶けやすい性質を利用し、飛灰を水洗して放射性
セシウムを水に溶け出させ、飛灰から放射性セシウムを分離する。
【００２４】
飛灰洗浄処理について図２のフロー図を用いて説明する。
（１）洗浄工程
飛灰を洗浄槽２１に収容し、飛灰を洗浄水により洗浄槽２１内で洗浄する。
（２）脱水工程
飛灰溶解水を脱水機２２を用いて固液分離することにより、放射性セシウムが溶解した
洗浄廃水２４（ろ液）と洗浄飛灰２３（脱水ケーキ）に分離する。ここで得られる洗浄飛
灰２３は放射性セシウム濃度が大幅に低下すると共に溶出性も低下しているため、既存の
管理型処分場に搬送される。
【００２５】
（３）吸着工程
分離された洗浄廃水２４には吸着装置２５を用いた吸着処理が施される。吸着処理によ
って、洗浄廃水２４中の放射性セシウムが吸着剤に吸着して回収され、放射性セシウムが
除去された処理水２６が得られる。放射性セシウム濃縮物は中間貯蔵施設に保管され、処
理水２６には最終処分場の浸出水と同様の後処理等が行われる。
なお、吸着剤としては、例えば、ゼオライト等の無機吸着剤、陽イオンを吸着するイオ
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ン交換樹脂、あるいは、フェロシアン化コバルト、フェロシアン化銅、若しくはフェロシ
アン化第二鉄などのフェロシアン化金属化合物などを使用することができる。
【００２６】
次に、シャフト炉式ガス化溶融炉１１に添加する塩化カルシウムの添加量を決定する方
法について説明する。
［第１の実施の形態に係る放射性セシウム揮発促進方法］
（ＳＴＥＰ−１）シャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加
する塩素量と、該廃棄物をシャフト炉式ガス化溶融炉１１で溶融処理した際に発生する飛
灰に付着した放射性セシウムが水中へ溶出する放射性セシウム溶出率との関係を求める。
【００２７】
本発明者らは、前述した溶融処理設備を用いて塩化カルシウム添加試験を実施した。
塩化カルシウム添加試験により得られた、被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セ
シウム溶出率との関係を図３に示す。飛灰の放射性セシウム溶出率は環境省告示第４６号
に準じた溶出試験に拠った。
飛灰の放射性セシウム溶出率の定義は以下の通りである。
飛灰の放射性セシウム溶出率［％］＝飛灰の放射性セシウム溶出量［Ｂｑ／Ｌ］
×液固比［Ｌ／ｋｇ］／飛灰の放射性セシウム濃度［Ｂｑ／ｋｇ］×１００
なお、放射性セシウム溶出量はＧｅ半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによ
り求めた。また、液固比は１０Ｌ／ｋｇとした。
【００２８】
（ＳＴＥＰ−２）図３に示したように、被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウ
ム溶出率との間には正の相関関係がある。そこで、飛灰洗浄処理における放射性セシウム
溶出率を設定して、シャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入した放射性物質汚染廃棄物に添
加する塩素量を前記関係から算出する。例えば、飛灰洗浄処理における放射性セシウム溶
出率を７０％以上とすると、シャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入した放射性物質汚染廃
棄物に添加する塩素量は、図３より３質量％以上となる。
【００２９】
（ＳＴＥＰ−３）算出した塩素量から塩化カルシウムの添加量を算出する。
【００３０】
［第２の実施の形態に係る放射性セシウム揮発促進方法］
（ＳＴＥＰ−１）シャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入した放射性物質汚染廃棄物に添加
する塩素量と、該廃棄物をシャフト炉式ガス化溶融炉１１で溶融処理した際に発生する飛
灰に付着した放射性セシウムの濃度との関係を求める。
【００３１】
塩化カルシウム添加試験により得られた、被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セ
シウム濃度との関係を図４に示す。ここで、飛灰の放射性セシウム濃度はＩＣＰ質量分析
法（ＩＣＰ−ＭＳ）により求めた。
【００３２】
（ＳＴＥＰ−２）被処理物に添加する塩素の増分量に対する飛灰の放射性セシウム濃度の
増加量を前記関係から求める。
図４に示すように、被処理物に添加する塩素量と飛灰の放射性セシウム濃度との間には
正比例の関係がある。例えば、塩素添加量が１質量％増加するごとに、飛灰の放射性セシ
ウム濃度は約５，０００Ｂｑ／ｋｇずつ増加する。
【００３３】
（ＳＴＥＰ−３）飛灰の放射性セシウム濃度の増加量に対応するスラグの放射性セシウム
濃度の低減量を算出する。
飛灰の放射性セシウム濃度が増加したということは、スラグの放射性セシウム濃度が同
量分低減したということである。例えば、スラグと飛灰の発生比率が３：１である場合、
塩素添加量が１質量％増加につき、スラグの放射性セシウム濃度は、５，０００Ｂｑ／ｋ
ｇ÷３＝１，６６７Ｂｑ／ｋｇ低減する。
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【００３４】
（ＳＴＥＰ−４）シャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入される放射性物質汚染廃棄物の放
射性セシウム濃度から溶融処理後のスラグの放射性セシウム濃度を推定する。
スラグと飛灰の各放射性セシウム濃度は次式で算出される。
スラグの放射性セシウム濃度＝被処理物の放射性セシウム濃度×スラグへの移行
率÷スラグ発生比
（１）
飛灰の放射性セシウム濃度＝被処理物の放射性セシウム濃度×飛灰への移行率÷
飛灰発生比
（２）
【００３５】
ここで、
スラグへの移行率［％］＝１００％−放射性セシウムの揮発率［％］
飛灰への移行率［％］＝放射性セシウムの揮発率［％］
また、スラグ発生比は被処理物１，０００ｋｇを溶融処理した際に発生するスラグ量［
ｋｇ］、飛灰発生比は被処理物１，０００ｋｇを溶融処理した際に発生する飛灰量［ｋｇ
］である。
【００３６】
なお、被処理物の放射性セシウム濃度は、表面線量率（μＳｖ／ｈ）から推定すること
ができる。また、ＮａＩシンチレーション検出器又はＧｅ半導体検出器を用いて測定して
確認することもできる。
【００３７】
（１）式及び（２）式より、被処理物の放射性セシウム濃度から算出したスラグ及び飛
灰の各放射性セシウム濃度の推定値を一覧を表１に示す。ただし、スラグ発生比は３００
ｋｇ／被処理物１，０００ｋｇ、飛灰発生比は１００ｋｇ／被処理物１，０００ｋｇとし
ている。
【００３８】
【表１】

【００３９】
（ＳＴＥＰ−５）スラグの放射性セシウム濃度の推定値と目標値との差をスラグの放射性
セシウム濃度の低減量で除して、シャフト炉式ガス化溶融炉１１に装入した放射性物質汚
染廃棄物に添加する塩素量を算出する。
例えば、被処理物の放射性セシウム濃度が１０，０００Ｂｑ／ｋｇの場合、スラグへの
移行率を４．０％とすると、スラグの放射性セシウム濃度の推定値は表１より１，３３３
Ｂｑ／ｋｇとなる。スラグの放射性セシウム濃度を目標値を１００Ｂｑ／ｋｇとすると、
被処理物に添加する塩素量は以下のようになる。
（１，３３３−１００）÷１，６６７＝０．７４［質量％］
【００４０】
また、被処理物の放射性セシウム濃度が５０，０００Ｂｑ／ｋｇの場合、スラグへの移
行率を４．０％とすると、スラグの放射性セシウム濃度の推定値は表１より６，６６７Ｂ
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ｑ／ｋｇとなる。スラグの放射性セシウム濃度を目標値を１００Ｂｑ／ｋｇとすると、被
処理物に添加する塩素量は以下のようになる。
（６，６６７−１００）÷１，６６７＝３．９［質量％］
【００４１】
（ＳＴＥＰ−６）算出した塩素量から塩化カルシウムの添加量を算出する。
【００４２】
以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の形態
に記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範囲内
で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。例えば、第１の実施の形態
と第２の実施の形態を併用してもよく、その場合は、塩化カルシウムの添加量が高いほう
を採用すれば良い。
【符号の説明】
【００４３】
１０：受入ヤード、１０ａ：災害廃棄物、１０ｂ：除染廃棄物、１１：シャフト炉式ガス
化溶融炉、１１ａ：出湯口、１１ｂ：排出口、１２：燃焼室、１３：ガス冷却塔、１４：
減温塔、１５：第１の集塵装置、１６：第２の集塵装置、１７：誘引ファン、１８：煙突
、１９水砕装置、１９ａケーシング、２０：フレキシブルコンテナバッグ、２１：洗浄槽
、２２：脱水機、２３：洗浄飛灰、２４：洗浄廃水、２５：吸着装置、２６：処理水

【図１】

【図２】
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【図４】
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