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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
低酸素雰囲気下での熱分解により炭化物又は灰となる有機性梱包材で梱包され、３００
〜７００℃の温度範囲で溶解可能な低融点金属部材と、７００℃以下の温度範囲で溶解し
ない高融点金属部材とを含む放射性固体廃棄物の前処理装置であって、
前記低融点金属部材及び高融点金属部材よりも十分小さな複数の貫通孔を外周面に有し
、内部に前記放射性固体廃棄物を収容可能な中空ケージと、
前記中空ケージを内部に収容し、その外周面の貫通孔が下方に位置するように中空ケー
ジを回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を３００〜７００℃
の温度範囲で少なくとも２段階以上の温度で加熱分解するか焼炉と、を備えたことを特徴
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とする放射性固体廃棄物の前処理装置。
【請求項２】
前記中空ケージは、胴部に前記貫通孔のメッシュを有する円筒形容器であり、
前記か焼炉は、前記中空ケージを外部から内部に収容可能な投入室と、中空ケージを気
密に囲み内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で３００〜５００℃の温度に加熱し溶解し
た低融点金属を分離する低温か焼室と、中空ケージを気密に囲み内部を窒素雰囲気又は低
酸素雰囲気下で５００〜７００℃の温度に加熱し溶解した低融点金属を分離する高温か焼
室と、中空ケージを冷却し内部に残る高融点金属部材を外部に排出可能な冷却室とを有し
、
前記投入室、低温か焼室、高温か焼室、及び冷却室は、円筒形容器の軸線方向に順に連
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結されている、ことを特徴とする請求項１に記載の放射性固体廃棄物の前処理装置。
【請求項３】
前記中空ケージを円筒形容器の軸線を中心に回転させるケージ回転装置と、
前記投入室、低温か焼室、高温か焼室、及び冷却室の間にそれぞれ設けられ、その間を
気密に開閉可能な開閉ゲートと、
該開閉ゲートが開いているときに、中空ケージを円筒形容器の軸線方向に移動するケー
ジ移動装置と、を備えることを特徴とする請求項２に記載の放射性固体廃棄物の前処理装
置。
【請求項４】
前記中空ケージは、胴部に前記貫通孔のメッシュを有し、両端部に放射性固体廃棄物が
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通過可能な開口を有する細長い円筒形部材であり、
前記か焼炉は、前記中空ケージを囲み、内部を円筒形部材の軸線方向に順に、前記開口
を通して中空ケージ内に外部から放射性固体廃棄物を投入可能な投入室と、内部を窒素雰
囲気又は低酸素雰囲気下で３００〜５００℃の温度に加熱し溶解した低融点金属を分離す
る低温か焼室と、内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で５００〜７００℃の温度に加熱
し溶解した低融点金属を分離する高温か焼室と、内部を冷却し内部に残る高融点金属部材
を前記開口を通して外部に排出可能な冷却室とに仕切る炉本体と、
前記中空ケージを前記の順で低くなるように前記中空ケージを傾斜させて軸線を中心に
回転させるケージ回転装置と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の放射性固体廃
棄物の前処理装置。
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【請求項５】
低酸素雰囲気下での熱分解により炭化物又は灰となる有機性梱包材で梱包され、３００
〜７００℃の温度範囲で溶解可能な低融点金属部材と、７００℃以下の温度範囲で溶解し
ない高融点金属部材とを含む放射性固体廃棄物の前処理方法であって、
前記低融点金属部材及び高融点金属部材よりも十分小さな複数の貫通孔を外周面に有し
、内部に前記放射性固体廃棄物を収容可能な中空ケージと、
前記中空ケージを内部に収容し、低酸素雰囲気下で中空ケージ内を２段階以上の温度で
加熱するか焼炉と、を備え、
中空ケージの貫通孔が下方に位置するように中空ケージを回転させながら、窒素雰囲気
又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を３００〜５００℃の温度に加熱し、溶解した低融点
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金属を前記貫通孔を通して中空ケージの下方に分離する低温分離ステップと、
中空ケージの貫通孔が下方に位置するように中空ケージを回転させながら、窒素雰囲気
又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を５００〜７００℃の温度に加熱し、溶解した低融点
金属を前記貫通孔を通して中空ケージの下方に分離する高温分離ステップと、
中空ケージ内を冷却し内部に残る高融点金属部材を外部に排出する冷却排出ステップと
、を有する、ことを特徴とする放射性固体廃棄物の前処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機性梱包材で梱包した放射性固体廃棄物の前処理装置及び方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
原子力発電所などから発生する放射性廃棄物のうち、金属配管、保温材、ゴム手袋など
は、従来、塩化ビニル、酢酸ビニル、ポリエチレン等のシートや袋、ガムテープ等で二重
、三重に厳重に梱包し、これをドラム缶などの容器に保管している。以下、これらの有機
性梱包材で梱包した状態の放射性固体廃棄物を、「雑固体廃棄物」と呼ぶ。
【０００３】
雑固体廃棄物は、原子力発電所などの長期間の操業により、既に大量に発生し保管され
ている。しかし、将来は、保管場所の確保と安全上の観点から、セメントなどで固化処理
した後、地中に埋設処分することが検討されている。

50

(3)

JP 4530417 B2 2010.8.25

【０００４】
地中に埋設する場合、雑固体廃棄物は大量であり、今後も大量に発生することから、そ
の容積を大幅に低減（減容）する必要がある。
また、雑固体廃棄物に含まれる有機物（塩化ビニル、酢酸ビニル、ポリエチレン、ガム
テープ等）は万一そのまま固化処理して埋設処分すると、分解してメタンなどのガスが発
生し、放射性物質と共に外部に拡散するおそれがある。
【０００５】
そこで、従来は、梱包した雑固体廃棄物から、有機物（梱包材など）を除去するため、
梱包材の開梱作業を人手で行っていた。
しかし、この開梱作業は、放射性物質の汚染拡大の防止、及び作業員の被爆低減の観点
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から、グローブボックス内などで行う必要があるため、その開梱・分別の作業効率は非常
に悪いという問題があった。
また開梱作業には刃物を用いる必要があり、作業員の手袋を刃物で損傷させて、作業員
が被爆するおそれもあった。
【０００６】
上述した問題点を解決するために、特許文献１、２が既に提案されている。
特許文献１の「放射性雑固体廃棄物の処理方法」は、図５に示す装置を用い、固化処理
に先立ち、雑固体廃棄物を、雑固体廃棄物中の有機物の炭化温度以上、無機物の溶融温度
以下で加熱処理するものである。この加熱処理温度は、例えば、２００℃以上、６６０℃
以下である。
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なおこの図において、５１はドラム缶、５２はドラム缶転倒装置、５３はベルトコンベ
ア、５４は加熱装置、５５は排ガス処理装置、５６はドラム缶、５７は固化材サイロ、５
８は添加水サイロ、５９は混練機である。
【０００７】
また、特許文献２の「放射性不燃性固体廃棄物の溶融処理方法」は、図６に示すように
、有機物を含む放射性不燃性固体廃棄物６１を、予加熱炉６２において金属の酸化抑制条
件下で熱処理したうえ、溶融炉６３で溶融処理するものである。この予加熱炉における熱
処理温度は、例えば３００〜９００℃である。
【０００８】
【特許文献１】特開平７−３３３３９３号公報、「放射性雑固体廃棄物の処理方法」
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【特許文献２】特開２００５−１６４３２０号公報、「放射性不燃性固体廃棄物の溶融処
理方法」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
上述した特許文献１、２の手段により、雑固体廃棄物に含まれる有機物（塩化ビニル、
酢酸ビニル、ポリエチレン、ガムテープ等）は、熱分解して炭化物及び灰となり、同時に
大幅に減容されるため、人手を介することなく梱包材を除去することができ、これにより
作業員の負担が軽減され、かつ作業員の被爆を本質的に防止することができる。
【００１０】
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雑固体廃棄物は、鉛、アルミニウムなどの低融点金属を５〜１５％程度の高い比率で含
んでいる。
しかし、上述した特許文献１の手段では、無機物の溶融温度以下で加熱処理するため、
後処理工程で低融点金属を人手で分離する必要があった。
また、特許文献２の手段では、３００〜９００℃の熱処理温度により、すべての低融点
金属を溶かすことができるが、低融点金属（鉛、アルミニウムなど）は、有機物の炭化物
及び灰と混合しているため、後処理としてその分別を人手で行う必要があり、全体として
、開梱・分別の作業効率は十分改善されないという問題があった。
【００１１】
本発明は、かかる要望を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の目
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的は、雑固体廃棄物に含まれる有機物を熱分解して大幅に減容することができ、同時に鉛
、アルミニウムなどの低融点金属を効率的に分別でき、これにより、雑固体廃棄物の開梱
・分別の作業効率を大幅に高めることができる放射性固体廃棄物の前処理装置及び方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明によれば、低酸素雰囲気下での熱分解により炭化物又は灰となる有機性梱包材で
梱包され、３００〜７００℃の温度範囲で溶解可能な低融点金属部材と、７００℃以下の
温度範囲で溶解しない高融点金属部材とを含む放射性固体廃棄物の前処理装置であって、
前記低融点金属部材及び高融点金属部材よりも十分小さな複数の貫通孔を外周面に有し
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、内部に前記放射性固体廃棄物を収容可能な中空ケージと、
前記中空ケージを内部に収容し、中空ケージを回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素
雰囲気下で中空ケージ内を３００〜７００℃の温度範囲で少なくとも２段階以上の温度で
加熱分解するか焼炉と、を備えたことを特徴とする放射性固体廃棄物の前処理装置が提供
される。
【００１３】
本発明の好ましい実施形態によれば、前記中空ケージは、胴部に前記貫通孔のメッシュ
を有する円筒形容器であり、
前記か焼炉は、前記中空ケージを外部から内部に収容可能な投入室と、中空ケージを気
密に囲み内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で３００〜５００℃の温度に加熱し溶解し
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た低融点金属を分離する低温か焼室と、中空ケージを気密に囲み内部を窒素雰囲気又は低
酸素雰囲気下で５００〜７００℃の温度に加熱し溶解した低融点金属を分離する高温か焼
室と、中空ケージを冷却し内部に残る高融点金属部材を外部に排出可能な冷却室とを有し
、
前記投入室、低温か焼室、高温か焼室、及び冷却室は、円筒形容器の軸線方向に順に連
結されている。
【００１４】
前記中空ケージを円筒形容器の軸線を中心に回転させるケージ回転装置と、
前記投入室、低温か焼室、高温か焼室、及び冷却室の間にそれぞれ設けられ、その間を
気密に開閉可能な開閉ゲートと、
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該開閉ゲートが開いているときに、中空ケージを円筒形容器の軸線方向に移動するケー
ジ移動装置と、を備える。
【００１５】
また本発明の好ましい実施形態によれば、前記中空ケージは、胴部に前記貫通孔のメッ
シュを有し、両端部に放射性固体廃棄物が通過可能な開口を有する細長い円筒形部材であ
り、
前記か焼炉は、前記中空ケージを囲み、内部を円筒形部材の軸線方向に順に、前記開口
を通して中空ケージ内に外部から放射性固体廃棄物を投入可能な投入室と、内部を窒素雰
囲気又は低酸素雰囲気下で３００〜５００℃の温度に加熱し溶解した低融点金属を分離す
る低温か焼室と、内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で５００〜７００℃の温度に加熱
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し溶解した低融点金属を分離する高温か焼室と、内部を冷却し内部に残る高融点金属部材
を前記開口を通して外部に排出可能な冷却室とに仕切る炉本体と、
前記中空ケージを前記の順で低くなるように前記中空ケージを傾斜させて軸線を中心に
回転させるケージ回転装置と、を備える。
【００１６】
また本発明によれば、低酸素雰囲気下での熱分解により炭化物又は灰となる有機性梱包
材で梱包され、３００〜７００℃の温度範囲で溶解可能な低融点金属部材と、７００℃以
下の温度範囲で溶解しない高融点金属部材とを含む放射性固体廃棄物の前処理方法であっ
て、
前記低融点金属部材及び高融点金属部材よりも十分小さな複数の貫通孔を外周面に有し
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、内部に前記放射性固体廃棄物を収容可能な中空ケージと、
前記中空ケージを内部に収容し、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を２段
階以上の温度で加熱するか焼炉と、を備え、
中空ケージを回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を３００
〜５００℃の温度に加熱し、溶解した低融点金属を前記貫通孔を通して中空ケージの下方
に分離する低温分離ステップと、
中空ケージを回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を５００
〜７００℃の温度に加熱し、溶解した低融点金属を前記貫通孔を通して中空ケージの下方
に分離する高温分離ステップと、
中空ケージ内を冷却し内部に残る高融点金属部材を外部に排出する冷却排出ステップと
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、を有する、ことを特徴とする放射性固体廃棄物の前処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００１７】
本発明の装置及び方法によれば、中空ケージ内に放射性固体廃棄物を収容し、か焼炉内
で中空ケージを回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を３００
〜７００℃の温度範囲で少なくとも２段階以上の温度で加熱するので、梱包材等の有機物
は炭化物及び灰となり、そのほとんどは外周面の貫通孔を通して中空ケージの下方に分離
される。
【００１８】
また、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で３００〜５００℃の温度に加熱する低温分離ス
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テップにより、低融点金属部材のうち融点の低い鉛（融点：約３２５℃）が溶解され、回
転する中空ケージの貫通孔を通して中空ケージの下方に分離される。
さらに、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で５００〜７００℃の温度に加熱する高温分離
ステップにより、低融点金属部材のうち融点の高いアルミニウム（融点：約６６０℃）が
溶解され、回転する中空ケージの貫通孔を通して中空ケージの下方に分離される。
【００１９】
従って、２段階以上の加熱、熱分解後の中空ケージ内には、残渣として高融点金属部材
のみが残るため、雑固体廃棄物に含まれる有機物を熱分解して大幅に減容することができ
、同時に鉛、アルミニウムなどの低融点金属を効率的に分別できる。
また、２段階以上の加熱、熱分解により、有機物が熱分解した炭化物及び灰、融点の低

30

い鉛、融点の高いアルミニウム、及び残渣（高融点金属部材）を人手をかけることなく、
分別できるので、雑固体廃棄物の開梱・分別の作業効率を大幅に高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
以下、本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお各図において、共通
する部分には同一の符号を付し、重複した説明は省略する。
【００２１】
図１は、本発明の放射性固体廃棄物の前処理装置の第１実施形態図である。この図にお
いて、本発明の装置は、低酸素雰囲気下での熱分解により炭化物又は灰となる有機性梱包
材１で梱包され、３００〜７００℃の温度範囲で溶解可能な低融点金属部材２と、７００
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℃以下の温度範囲で溶解しない高融点金属部材３とを含む放射性固体廃棄物４の前処理装
置である。
【００２２】
有機性梱包材１は、例えば、塩化ビニル、酢酸ビニル、ポリエチレン等のシートや袋、
ガムテープ等である。また低融点金属部材２は、鉛（融点：約３２５℃）、アルミニウム
（融点：約６６０℃）およびこれらの合金である。さらに高融点金属部材３は、例えばス
テンレスや一般鋼材からなる配管や板材である。
【００２３】
本発明の装置は、有機性梱包材で梱包した状態の放射性固体廃棄物（「雑固体廃棄物」
）から、有機性梱包材１を炭化物又は灰に熱分解して除去し、さらに低融点金属を分別除
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去し、高融点金属部材３のみを回収する。
回収された高融点金属部材３は、例えば、高融点金属の融点以上の高温で溶融処理又は
高圧力で圧縮処理される。
有機性梱包材１が熱分解した炭化物又は灰は、例えば、図示しない焼却炉で焼却処理さ
れる。
分別除去により回収された低融点金属は、各金属毎にドラム管に収納され管理保管及び
安定化処理される。
【００２４】
図１において、本発明の装置は、複数（この図では５つ）の中空ケージ１０と、か焼炉
２０とを備える。
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中空ケージ１０は、低融点金属部材２及び高融点金属部材３よりも十分小さな複数の貫
通孔１１を外周面に有し、内部に放射性固体廃棄物４を収容可能な容器である。貫通孔１
１の形状及び大きさは、回収対象の高融点金属部材３（配管や板材）のうち、最も小型の
もの（ボルト、ナット等）が通過できないように設定する。また、貫通孔１１の数は、熱
分解した炭化物又は灰、溶融した低融点金属が、自重により容易に下方に落下できるよう
に、できるだけ多く設けるのがよい。
【００２５】
この例において、中空ケージ１０は、胴部に貫通孔のメッシュ１２を有する円筒形容器
であり、その外周面の貫通孔が下方に位置するように円筒形容器の軸線を中心に回転させ
るようになっている。
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また、この例では、中空ケージ１０の一部（例えば側面）が開閉可能であり、ここから
内部に放射性固体廃棄物４を予め収容する。
【００２６】
か焼炉２０は、この例では、投入室２１、低温か焼室２２、高温か焼室２３、及び冷却
室２４を有する。投入室２１、低温か焼室２２、高温か焼室２３、及び冷却室２４は、円
筒形容器（中空ケージ１０）の軸線方向に順に連結されている。
また開閉ゲート２５が、投入室２１、低温か焼室２２、高温か焼室２３、及び冷却室２
４の間にそれぞれ設けられ、図示しないアクチュエータでその間を気密に開閉可能に構成
されている。
さらに、ケージ回転装置２６が、各室内に設けられ、図示しないアクチュエータで中空
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ケージ１０を円筒形容器の軸線を中心に回転させるようになっている。
さらに、このか焼炉２０は、図示しないケージ移動装置を備え、開閉ゲート２５が開い
ているときに、中空ケージ１０を円筒形容器の軸線方向（図で左方向）に移動するように
なっている。
【００２７】
投入室２１は、この例で上部に開閉可能な蓋２１ａを有し、放射性固体廃棄物４を予め
収容した中空ケージを外部から内部に収容可能に構成されている。
低温か焼室２２は、窒素又は低酸素ガスを供給するガス供給ラインと加熱ヒータ（図示
せず）を備え、中空ケージ１０を気密に囲みその内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で
３００〜５００℃の温度に加熱し、その外周面の貫通孔１１が下方に位置するように中空

40

ケージ１０をケージ回転装置２６で回転させながら、溶解した低融点金属を下方の容器２
２ａ内に落下させて分離する。
高温か焼室２３は、窒素又は低酸素ガスを供給するガス供給ラインと加熱ヒータ（図示
せず）を備え、中空ケージ１０を気密に囲み内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で５０
０〜７００℃の温度に加熱し、中空ケージ１０をケージ回転装置２６で回転させながら、
溶解した低融点金属を下方の容器２３ａ内に落下させて分離する。
冷却室２４は、上部の開閉可能な蓋２４ａと冷却用ガスを供給するガス供給ラインとを
有し、中空ケージ１０を冷却した後、中空ケージ１０を外部に排出し、内部に残る高融点
金属部材３を排出するようになっている。
【００２８】
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か焼炉２０内で発生したガスは、図示しない燃焼器で燃焼し、水スクラバで洗浄した後
、フィルタを介して排気される。
【００２９】
上述した構成により、か焼炉２０内に中空ケージ１０を収容し、中空ケージ１０を回転
させながら、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を３００〜７００℃の温度範
囲で少なくとも２段階以上の温度で加熱分解する。
【００３０】
図２は、本発明の放射性固体廃棄物の前処理装置の第２実施形態図である。この例にお
いて、中空ケージ１０は、胴部に貫通孔１１のメッシュ１２を有する細長い円筒形部材で
ある。この円筒形部分の長さは、例えば図１の実施形態の３〜４倍に設定される。中空ケ
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ージ１０はその両端部に放射性固体廃棄物４が通過可能な開口１３を有する。
【００３１】
この例において、か焼炉２０は、炉本体２７とケージ回転装置２６とを備える。
炉本体２７は、中空ケージ１０をケージがその軸線を中心に回転可能に囲んでいる。ま
た炉本体２７の内部は、中空ケージ１０の軸線方向に順に、仕切板２８により、投入室２
１、低温か焼室２２、高温か焼室２３、及び冷却室２４に仕切られている。
ケージ回転装置２６は、中空ケージ１０を前記の順で低くなるように中空ケージ１０を
傾斜させて軸線を中心に回転させるようになっている。
【００３２】
投入室２１は、中空ケージ１０の端部の開口１３を通して、中空ケージ内に外部から放
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射性固体廃棄物４を投入可能に構成されている。
低温か焼室２２は、窒素又は低酸素ガスを供給するガス供給ラインと加熱ヒータ（図示
せず）を備え、内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で３００〜５００℃の温度に加熱し
、溶解した低融点金属を分離する。
高温か焼室２３は、窒素又は低酸素ガスを供給するガス供給ラインと加熱ヒータ（図示
せず）を備え、内部を窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で５００〜７００℃の温度に加熱し
、溶解した低融点金属を分離する。
冷却室２４は、冷却用ガスを供給するガス供給ライン(図示せず)と有し、内部を冷却し
、内部に残る高融点金属部材３を中空ケージ１０の端部の開口１３を通して外部に排出す
るようになっている。
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【００３３】
か焼炉２０内で発生したガスは、図示しない燃焼器で燃焼し、水スクラバで洗浄した後
、フィルタを介して排気される。その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００３４】
上述した構成により、か焼炉２０内に中空ケージ１０を収容し、中空ケージ１０を回転
させながら、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で中空ケージ内を３００〜７００℃の温度範
囲で少なくとも２段階以上の温度で加熱分解する。
【００３５】
本発明の方法は、低酸素雰囲気下での熱分解により炭化物又は灰となる有機性梱包材１
で梱包され、３００〜７００℃の温度範囲で溶解可能な低融点金属部材２と、７００℃以
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下の温度範囲で溶解しない高融点金属部材３とを含む放射性固体廃棄物４の前処理方法で
ある。
本発明の方法は、低温分離ステップＳ１、高温分離ステップＳ２及び冷却排出ステップ
Ｓ３を有する。
低温分離ステップＳ１では、中空ケージ１０を回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素
雰囲気下で中空ケージ内を３００〜５００℃の温度に加熱し、溶解した低融点金属を貫通
孔１１を通して中空ケージの下方に分離する。
高温分離ステップＳ２では、中空ケージ１０を回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素
雰囲気下で中空ケージ内を５００〜７００℃の温度に加熱し、溶解した低融点金属を貫通
孔１１を通して中空ケージの下方に分離する。
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冷却排出ステップＳ３では、中空ケージ１０内を冷却し、内部に残る高融点金属部材３
を外部に排出する。
【００３６】
上述した本発明の装置及び方法によれば、中空ケージ１０内に放射性固体廃棄物４を収
容し、か焼炉２０内で中空ケージ１０を回転させながら、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下
で中空ケージ内を３００〜７００℃の温度範囲で少なくとも２段階以上の温度で加熱する
ので、梱包材等の有機物は炭化物及び灰となり、そのほとんどは外周面の貫通孔を通して
中空ケージの下方に分離される。
【００３７】
また、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で３００〜５００℃の温度に加熱する低温分離ス
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テップＳ１により、低融点金属部材２のうち融点の低い鉛（融点：約３２５℃）が溶解さ
れ、回転する中空ケージの貫通孔を通して中空ケージの下方に分離される。
さらに、窒素雰囲気又は低酸素雰囲気下で５００〜７００℃の温度に加熱する高温分離
ステップにより、低融点金属部材２のうち融点の高いアルミニウム（融点：約６６０℃）
が溶解され、回転する中空ケージの貫通孔を通して中空ケージの下方に分離される。
【００３８】
従って、２段階以上の加熱、熱分解後の中空ケージ１０内には、残渣として高融点金属
部材３のみが残るため、雑固体廃棄物４に含まれる有機物を熱分解して大幅に減容するこ
とができ、同時に鉛、アルミニウムなどの低融点金属を効率的に分別できる。
また、２段階以上の加熱、熱分解により、有機物が熱分解した炭化物及び灰、融点の低
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い鉛、融点の高いアルミニウム、及び残渣（高融点金属部材）を人手をかけることなく分
別できるので、雑固体廃棄物の開梱・分別の作業効率を大幅に高めることができる。
【実施例１】
【００３９】
有機性梱包材で梱包された雑固体廃棄物（放射性固体廃棄物）から梱包材を除去すると
共に、低融点金属の分離除去の効果を確認するために、模擬廃棄物を用いたか焼処理試験
を実施した。
模擬廃棄物は、主としてＳＵＳ及びＳＳのパイプ、板材、Ａｌ合金板材、Ｐｂ板材、真
鍮ボルト、Ｚｎメッキ板などを個別に塩ビシートで梱包し、塩ビ製の袋に入れてガムテー
プを巻き付けることで調製した。
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【００４０】
図３は、本発明の実施例で使用したか焼処理炉の構成図である。また、図４は、本発明
の実施例で使用したか焼処理装置の構成図である。
この試験では、模擬廃棄物を金網で形成された容器（ケージ）内に収容し、この容器を
熱風加熱方式のか焼処理炉に装荷して、まず、窒素雰囲気（無酸素状態）で所定の昇温速
度（１〜１０℃／min）で昇温し、次に所定温度（５００、６００、７００℃）に到達後
、５％酸素を供給し、残留炭化物の灰化処理を１時間実施した。
【００４１】
なお、この試験では、ゲージは静置し、振動や回転は与えなかった。
また、試験中に発生するガスは燃焼器で燃焼し、水スクラバで洗浄した後、フィルタを
介して排気した。
試験後、Ｐｂ、Ａｌ、Ｚｎについて、か焼処理装置内のゲージ、受けトレー、梱包材残
渣、スクラバ水、フィルタへの移行量を計測した。計測結果を表１に示す。
【００４２】
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【表１】

10

【００４３】
表１から、Ｐｂは全ての条件でゲージ内に滞留することなく、大部分が受けトレー及び
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梱包材残渣から回収された。
Ａｌは、５００℃ではほぼ全量がゲージ内に残留するが、６００℃以上では一部が受け
トレーに融け落ちることが確認できた。
Ｚｎは、全ての条件で受けトレーに融け落ちることなく、ケージ内、梱包材残渣、スク
ラバ水及びフィルタから回収された。
以上から、ＰｂとＡｌについては、３００〜５００℃の温度でＰｂを廃棄物から分離除
去し、５００〜７００℃の温度でＡｌを分離除去できることが確認された。
【００４４】
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種
30

々に変更することができることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の放射性固体廃棄物の前処理装置の第１実施形態図である。
【図２】本発明の放射性固体廃棄物の前処理装置の第２実施形態図である。
【図３】本発明の実施例で使用したか焼処理炉の構成図である。
【図４】本発明の実施例で使用したか焼処理装置の構成図である。
【図５】特許文献１の装置の模式図である。
【図６】特許文献２の方法の模式図である。
【符号の説明】
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【００４６】
１

有機性梱包材、２

４

放射性固体廃棄物（雑固体廃棄物）、

低融点金属部材、３

１０

中空ケージ、１１

２０

か焼炉、２１

貫通孔、１２

２２

低温か焼室、２２ａ

容器、

２３

高温か焼室、２３ａ

容器、

２４

冷却室、２４ａ

２５

開閉ゲート、２６

２７

炉本体、２８

投入室、２１ａ

メッシュ、１３
蓋、

蓋、
ケージ回転装置、

仕切板

高融点金属部材、
開口、

(10)
【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図６】
【図４】
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