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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体に含まれるルテニウム（Ｒｕ）を四酸化物（ＲｕＯ４）として揮発分離した後、該
揮発分離したＲｕＯ４を含有する雰囲気中に、あらかじめ１５０℃以上に加熱した空気又
は還元性気体を含有する空気を流入しながら、前記ＲｕＯ４を含有する雰囲気を１５０℃
以上の温度で加熱することによって、少なくともＲｕＯ４をＲｕＯ２の固体として分離回
収することを特徴とするルテニウムの分離回収方法。
【請求項２】
前記ＲｕＯ４を含有する雰囲気の加熱が２００〜２５０℃の温度で行われることを特徴
とする請求項１に記載のルテニウムの分離回収方法。

10

【請求項３】
前記のあらかじめ１５０℃以上に加熱した還元性気体を含有する空気が、還元性気体を
３０体積％以下で含有する空気であることを特徴とする請求項１又は２に記載のルテニウ
ムの分離回収方法。
【請求項４】
前記の還元性気体が、一酸化炭素、ＮＯｘ及び水素からなる群の１種又は２種以上を混
合した気体であることを特徴とする請求項１〜３の何れかに記載のルテニウムの分離回収
方法。
【請求項５】
前記のＲｕＯ４を含む雰囲気を１５０℃以上で加熱した後の気体を、さらにＲｕＯ４吸
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収液に接触させることによって未反応のＲｕＯ４の分離回収を進めることを特徴とする請
求項１〜４の何れかに記載のルテニウムの分離回収方法。
【請求項６】
前記のＲｕＯ４吸収液が、水、水酸化ナトリウム水溶液、四塩化炭素、アルコール水溶
液、アルコールと塩酸の混合溶液、塩酸と過酸化水素の混合溶液及びギ酸等のカルボン酸
水溶液の１種又は２種以上の混合溶液からなることを特徴とする請求項５に記載のルテニ
ウムの分離回収方法。
【請求項７】
前記のルテニウムを含む液体が、ルテニウムの電解除去プロセスを用いて処理される放
射性廃液、又はガラス溶融炉により溶融し、ガラス固化体として処理される放射性廃液で
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あることを特徴とする請求項１〜６の何れかに記載のルテニウムの分離回収方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ルテニウムの分離処理方法に係わり、特に、放射性廃液の蒸発濃縮工程や高
レベル放射性廃液からのルテニウムの電解除去プロセス又は高レベル放射性廃液のガラス
固化プロセスによって発生するオフガス中に含まれる揮発性ルテニウムからのルテニウム
の分離回収方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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原子力発電プラント関連施設において発生した高レベル放射性廃液は、安全性と取扱い
性を高めるために、一般にガラス溶融炉内で原料ガラスとともに溶融して固化させるガラ
ス固化処理が施されている（例えば、特許文献１を参照）。このようなガラス固化プロセ
スで発生するオフガス中には、ＲｕＯ４からなる揮発性ルテニウムが混入しており、その
ＲｕＯ４からルテニウムを効率的に除去するためのルテニウムの分離回収技術が大きな技
術課題となっている。
【０００３】
オフガス中にＲｕＯ４の状態で混入する揮発性ルテニウムを分離回収する技術としては
、例えば、ＲｕＯ４をシリカゲル吸着剤に吸着させる技術が検討されていた。特許文献２
には、エネルギーロスを少なくしてＲｕＯ４の除去効果を上げるために、シリカと酸化鉄
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とを主成分とする吸着剤による放射性廃ガスの処理方法が提案されている。しかしながら
、この方法は、吸着剤が新たな固形放射性廃棄物となるため、貯蔵スペース及び処理作業
が増えることが問題となっている。また、ＲｕＯ４の吸着性能が、処理中に変化しやすく
、ルテニウムの分離回収が安定的に行えないという課題もある。
【０００４】
上記の吸着剤による処理方法の代わりに、特許文献３及び４には、揮発性ルテニウムを
ＮＯｘと反応して生成される還元生成物を水等の液体に補足又は吸収させる湿式の分離回
収方法が提案されている。特許文献５には、ルテニウムの液体処理方法として、揮発性ル
テニウムを、溶液中で電気化学的な方法により酸化した後、還元して不溶性であるＲｕＯ
２（固体）の形態に転化する処理方法が開示されている。また、特許文献６には、高レベ
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ル放射性廃液を定電位電解することによってルテニウムを揮発せしめ、揮発したルテニウ
ムを還元性のギ酸水溶液と接触させることによってルテニウム酸化物として沈殿せしめ、
この沈殿物をギ酸水溶液から分離回収する方法が開示されている。
【０００５】
さらに、ＲｕＯ４の状態で混入する揮発性ルテニウムを液体に補足又は吸収させる代わ
りに、特許文献７には揮発性ルテニウムそのものを回収する方法が提案されている。前記
の特許文献７に記載のルテニウムの処理方法は、揮発性ルテニウムを凝縮させるとともに
、その凝縮過程において窒素酸化物のガス又は亜硝酸溶液等の還元剤と反応させることに
より、ＲｕＮＯ３＋の不揮発性ルテニウム化合物に変化させて、高レベル廃液を低レベル
廃液として処理するものである。
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【０００６】
一方、高レベル放射性廃液をガラス固化処理するための別の方法が特許文献８に提案さ
れている。この方法は、カーボンブラック還元剤を添加した後の放射性廃液を、ガラスカ
ートリッジからなる含浸体に含浸させて加熱処理し、前記の含浸体をガラス溶融炉に溶融
した後に固化させるものである。すなわち、前記の特許文献１に記載の方法とは異なり、
放射性廃液を直接、ガラス溶融体炉に導入するのではなく、還元して生成される安定な酸
化物（ＲｕＯ２）の微粒子の形態にしてから導入する方法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００５−８２４１７号公報
【特許文献２】特開平９−２２２４９６号公報
【特許文献３】特開平２−９９８９８号公報
【特許文献４】特開平３−２０９１９８号公報
【特許文献５】特開平１−１３８４９６号公報
【特許文献６】特開平６−１８０３９２号公報
【特許文献７】特開平７−２８７０９６号公報
【特許文献８】特開２０１０−１６９４１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
前記の特許文献３〜６に記載されているように、ルテニウムの分離回収方法としては、
揮発性ルテニウムを液体中で処理する湿式法が一般的である。しかしながら、これらの方
法では処理後のルテニウムを含む溶液が液体放射性廃棄物に変化しただけであり、新たに
溶液中に含まれる放射性ルテニウムを分離回収するための操作が必要となる。溶液から放
射性ルテニウムだけを分離回収する方法は、安全上から細心の注意を要するため、煩雑な
処理である。そのため、このような湿式処理を行わないで、より簡便にルテニウムを分離
回収できる方法が強く求められている。
【０００９】
また、前記の特許文献７には、揮発性ルテニウムそのものをＲｕＮＯ３＋の不揮発性ル
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テニウム化合物に変化させて回収する方法が記載されているが、不揮発性ルテニウム化合
物に変化させるための反応器、冷却器及び吹き込み装置等を配置する必要があり、処理装
置そのものが大掛かりとなる。また、反応器内の反応を精緻に制御するための高度な技術
も必要であり、必ずしも簡便な処理方法とは言えるものではなかった。
【００１０】
前記の特許文献８に記載のガラス固化処理法は、ガラス溶融炉からのオフガス中に含ま
れる揮発性ルテニウム（ＲｕＯ４）を減量化できるという効果が期待できるものの、放射
性廃液に還元剤を添加した後に、当該放射性廃液を含浸体に含浸させて加熱処理する工程
が新たに必要となる。また、この方法は、ガラス溶融炉の底部に堆積しやすい白金族元素
の大きな粒径が生成するのを抑制するためのものであり、放射性廃液に含まれるルテニウ
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ムのすべてを固体状のＲｕＯ２に還元して、ガラス溶融炉中でＲｕＯ４の発生を完全に抑
えるという効果までは期待されていない。そのため、この方法を、ＲｕＯ４からルテニウ
ムを効率的に除去するためのルテニウムの分離回収技術として適用できるものなのか否か
は不明である。
【００１１】
本発明は、上記した従来の問題点に鑑みてなされたものであって、ルテニウムを含有す
る放射性廃液の処理時に発生する揮発性ルテニウム（ＲｕＯ４）からのルテニウムの分離
回収、特に、放射性廃液の蒸発濃縮工程や高レベル放射性廃液からのルテニウムの電解除
去プロセス又は高レベル放射性廃液のガラス固化プロセスによって発生するオフガス中に
含まれるＲｕＯ４からのルテニウムの分離回収を、従来のように溶液中で湿式処理する必
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要がなく、簡便で効率的に、且つ確実に行うことができる乾式によるルテニウムの分離回
収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】
本発明は、ルテニウムの分離回収方法において、揮発性ルテニウム（ＲｕＯ４）を容易
にＲｕＯ２に還元し、ＲｕＯ２を固体状粒子として捕集する方法について鋭意検討した結
果、ＲｕＯ４を加熱する場合にＲｕＯ４→ＲｕＯ２への反応が促進することを見出し、そ
の加熱方法及びその条件を最適化するとともに、還元反応によって生成される固体状Ｒｕ
Ｏ２の簡便で、且つ確実な回収方法を構築することによって、上記の課題を解決できるこ
とを見出して本発明に到った。
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【００１３】
すなわち、本発明の構成は以下の通りである。
［１］本発明は、液体に含まれるルテニウム（Ｒｕ）を四酸化物（ＲｕＯ４）として揮発
分離した後、該揮発分離したＲｕＯ４を含有する雰囲気中に、あらかじめ１５０℃以上に
加熱した空気又は還元性気体を含有する空気を流入しながら、前記ＲｕＯ４を含有する雰
囲気を１５０℃以上の温度で加熱することによって、少なくともＲｕＯ４をＲｕＯ２の固
体として分離回収することを特徴とするルテニウムの分離回収方法を提供する。
［２］本発明は、前記ＲｕＯ４を含有する雰囲気の加熱が２００〜２５０℃の温度で行わ
れることを特徴とすることを特徴とする前記［１］に記載のルテニウムの分離回収方法を
提供する。
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［３］本発明は、前記のあらかじめ１５０℃以上に加熱した還元性気体を含有する空気が
、還元性気体を３０体積％以下で含有する空気であることを特徴とする前記［１］又は［
２］に記載のルテニウムの分離回収方法を提供する。
［４］本発明は、前記の還元性気体が、一酸化炭素、ＮＯｘ及び水素からなる群の１種又
は２種以上を混合した気体であることを特徴とする前記［１]〜［３］の何れかに記載の
ルテニウムの分離回収方法を提供する。
［５］本発明は、前記のＲｕＯ４を含む雰囲気を１５０℃以上で加熱した後の気体を、さ
らにＲｕＯ４吸収液に接触させることによって未反応のＲｕＯ４の分離回収を進めること
を特徴とする前記［１］〜［４］の何れかに記載のルテニウムの分離回収方法を提供する
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。
［６］本発明は、前記のＲｕＯ４吸収液が、水、水酸化ナトリウム水溶液、四塩化炭素、
アルコール水溶液、アルコールと塩酸の混合溶液、塩酸と過酸化水素の混合溶液及びギ酸
等のカルボン酸水溶液の１種又は２種以上の混合溶液からなることを特徴とする前記［５
］に記載のルテニウムの分離回収方法を提供する。
［７］本発明は、前記のルテニウムを含む液体が、ルテニウムの電解除去プロセスを用い
て処理される放射性廃液、又はガラス溶融炉により溶融し、ガラス固化体として処理され
る放射性廃液であることを特徴とする前記［１］〜［６］の何れかに記載のルテニウムの
分離回収方法を提供する。
［発明の効果］
【発明の効果】
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【００１４】
本発明によれば、ルテニウムが含まれる放射性廃液を処理するときに発生する揮発性ル
テニウム（ＲｕＯ４）を１５０℃以上、好ましくは２００〜２５０℃の温度範囲で加熱処
理することによって、ＲｕＯ４からＲｕＯ２への還元反応によって生成されるＲｕＯ２を
固体状態で分離回収することができる。それによって、ＲｕＯ４又はＲｕＯ２を溶液に吸
収させる必要が無くなり、溶液中から放射性ルテニウムを分離回収するための湿式処理が
省略できるために、簡便にルテニウムを分離回収することができる。また、ＲｕＯ４を含
む雰囲気を加熱する際に、その雰囲気中にあらかじめ加熱した空気を導入するとともに、
加熱空気中に還元性気体を混入させることによって、ＲｕＯ４からＲｕＯ２への還元反応
を促進させる効果が得られることから、ＲｕＯ４からのルテニウムの分離回収の効率を高
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めることができる。
【００１５】
本発明の方法は、１５０℃以上の加熱処理によって、揮発分離したＲｕＯ４から放射性
ルテニウムのほとんどを分離回収することが可能であるが、ＲｕＯ４を含む雰囲気を１５
０℃以上で加熱した後の気体を、さらにＲｕＯ４吸収液に接触させる方法を行うことによ
って、未反応のＲｕＯ４の分離回収を進めることができる。両者を組み合わせる方法は、
ルテニウムの分離回収を確実に行うことによって、放射性ルテニウムを外部へ一切漏洩さ
せないために採用される。本発明の方法によれば、ルテニウムの分離回収の目的は１５０
℃以上の加熱処理によってほぼ達成できるため、前記のＲｕＯ４吸収液の接触による方法
を採用したとしても、ＲｕＯ４吸収液の使用が長期間可能となる。その場合、溶液からの
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放射性ルテニウムの回収工程の回数と処理時間を大幅に削減できるという効果が得られる
。
【００１６】
本発明による方法は、従来と比べて簡便で確実に放射性ルテニウムを分離回収できるた
め、ルテニウムが含まれる放射性廃棄物から発生する揮発性ルテニウム（ＲｕＯ４）、例
えば、放射性廃液の蒸発濃縮工程や高レベル放射性廃液の電解酸化法により除去するＲｕ
Ｏ４、放射性廃棄物の焼却や溶融により発生するＲｕＯ４、及び高レベル放射性廃液のガ
ラス固化プロセスによって発生するＲｕＯ４の何れの処理に対しても適用することができ
る。それらの中で、特に、放射性廃液の蒸発濃縮工程や高レベル放射性廃液の電解酸化法
により発生する揮発性ルテニウム、又は高レベル放射性廃液のガラス固化プロセスによっ
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て発生するオフガス中に含まれる揮発性ルテニウムからのルテニウムの分離回収へ適用し
たときに、より簡便な処理法として大きな効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明のＲｕＯ４乾式分離回収装置の一形態を示す概略断面図である。
【図２】ＲｕＯ４の捕集メカニズムを示す図である。
【図３】本発明のＲｕＯ４乾式分離回収装置の別の形態を示す概略断面図である。
【図４】ＲｕＯ４乾式分離回収装置に湿式回収装置を接続した本発明の別の形態を示す分
離回収装置の概略断面図である。
【図５】ＲｕＯ４乾式分離回収装置内にフィルターを備える本発明の別の形態を示す分離
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回収装置の概略断面図である。
【図６】本発明のＲｕＯ４乾式分離回収装置における反応答内温度とルテニウム回収率と
の関係を示す図である。
【図７】ＲｕＯ４の分解反応速度定数のアレニウスプロットである。
【図８】本発明の乾式分離回収装置から実験で求めたルテニウム漏洩率と吸着及び反応速
度から計算したＲｕＯ４残留率との対比を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
ＲｕＯ４は非常に不安定な物質であり、ＲｕＯ２へ安定化する。実際に熱力学平衡計算
ソフト（Ｆａｃｔｓａｇｅ６．１）により出発物質をＲｕＯ４として化学平衡後のＲｕ酸
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化物の濃度の計算を実施した結果、４００℃以下においてＲｕＯ４及び／又はＲｕＯ３と
して存在する割合は非常に少なく、化学平衡後ではほとんどＲｕＯ２として存在すること
が分かった。ＲｕＯ４の反応はＲｕＯ４からのＯ２脱離であり一次反応である。また、４
００℃以下の範囲内であれば、温度を上げることによりＲｕＯ４のＲｕＯ２とＯ２への分
解（Ｒｕの還元反応）の反応速度が大きくなる。従って、ＲｕＯ４ガスの加熱により気体
状のＲｕＯ４を固体のＲｕＯ２として回収することができると考えられる。本発明はこの
知見に基づいてなされたものであり、ルテニウムが含まれる放射性廃液を処理するときに
発生する揮発性のＲｕＯ４ガスを加熱することによって、気体状のＲｕＯ４を固体のＲｕ
Ｏ２として分離回収することを特徴とする。それによって溶液を使用しない乾式での分離
回収を行うことができ、従来の湿式法によるオフガス処理とは異なり、廃液が発生しない
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か、又は廃液量の大幅な削減が可能となり、本発明は簡便で高効率の実際的なオフガス処
理法とすることができる。
【００１９】
本発明において、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応を行うための加熱は、ルテニウムが含まれ
る放射性廃液を処理するときに発生する気体状のＲｕＯ４が導入される反応塔の雰囲気温
度を１５０℃以上に加熱する必要がある。加熱温度が１５０℃未満では、気体状のＲｕＯ
４を固体のＲｕＯ２として迅速に回収する効果が得られない。さらに、加熱温度が２００

℃以上であれば、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応が促進されて、固体のＲｕＯ２として回収で
きる比率が大幅に向上するため、本発明は加熱温度を２００℃以上にすることがより好ま
しい。また、加熱温度の上限は、上記でも述べたように、ＲｕＯ４及び／又はＲｕＯ３の
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生成を抑えるために４００℃以下にすることが好ましい。しかし、固体のＲｕＯ２として
の回収率は、加熱温度が２５０℃のときにほぼ１００％を達成することができ、２５０℃
を超える加熱温度では飽和するだけである。逆に、加熱温度が２５０℃を超える場合は、
エネルギーロスが大きくなるだけでなく、反応炉を含む装置全体の取扱い性や耐久性が低
下するという悪影響が生じるため、加熱の上限温度は２５０℃以下がより好ましい。この
ように、本発明においては、雰囲気温度を１５０℃以上にする必要があり、好ましくは２
００〜２５０℃に設定することによって、気体状のＲｕＯ４を固体のＲｕＯ２として分離
回収する際の回収率が大幅に向上し、加熱による乾式方法だけでもルテニウムの分離回収
を確実に行うことができる。
【００２０】
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以下、本発明によるルテニウムの分離回収方法を実施するための装置を、図面を用いて
詳細に説明する。
【００２１】
図１は本発明の分離回収方法で使用する乾式回収装置の一形態を示す概略断面図である
。図１に示すように、この乾式回収装置は、気体状のＲｕＯ４の導入用配管１、加熱部２
と自然冷却部３とからなる反応塔４及び加熱処理後の気体排出用配管５から主に構成され
る。加熱部２は、その周囲に外部から加熱する手段、例えばヒーター等の加熱手段６を備
えており、温度は自動制御できるようになっている。また、反応塔４の入口と出口に相当
する個所には、反応塔４の交換が可能となるように、セパラブル用クランプ７を備えてい
る。
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【００２２】
図１において、ガラス固化プロセスによってガラス溶融炉から発生するオフガス中に含
まれるＲｕＯ４、高レベル放射性廃液の電解酸化法により発生するＲｕＯ４、又は放射性
廃棄物の焼却や溶融により発生するＲｕＯ４は、導入用配管１を通して、反応塔４におい
て１５０℃以上、好ましくは２００〜２５０℃の温度に制御した加熱部２へ導入し加熱し
た後、自然冷却部３において空冷されるようになっている。自然冷却後の気体は排出用配
管５によって排出される。ここで、反応塔の上段、すなわち加熱部２では、Ｒｕが塔の管
内部に均一に蒸着したように光沢を有して付着している。また、下段に相当する自然冷却
部３には、塔の管内を流体(粉体)が流れたような跡があり、比較的大きな粒子を確認する
事ができ、固体状のＲｕＯ２が観測される。
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【００２３】
これらの反応炉４の内壁に観測される現象に基づいて、ＲｕＯ４の捕集については次の
２通りのメカニズムが考えられる（図２を参照）。詳細は後述するが、反応塔内に流れた
ＲｕＯ４が未反応のまま気体の流れに沿って反応塔２の下方向へ移動しながら拡散して反
応塔の壁面に吸着するか、或いは気相中に存在する微小なＲｕＯ２粒子に付着してそのま
ま反応塔の下部に移動して反応塔の内部壁面に付着して捕集される場合と、ＲｕＯ２へ変
化してこれが凝集して粒子として塔内部壁面付着に補足されて付着する場合である。
【００２４】
固体状のＲｕＯ２が塔内部壁面に付着している反応塔４は、放射性廃液を含む放射性廃
棄物の処理量や処理頻度に応じて、セパラブル用クランプ７を備える箇所から取り外して
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交換することによって、放射性ルテニウムの分離回収が行われる。固体状のＲｕＯ２が付
着している反応塔４は、取り除かれた後、所定の隔離場所へ保管又は保存する。その場合
、ＲｕＯ２が付着している反応塔４は、コンクリート等の固化剤とともに固めて保管又は
保存しても良い。
【００２５】
本発明において使用する反応塔４は、強度、耐腐食性、耐熱性、コスト及び廃棄のしや
すさ等の取扱い性を考慮して、少なくとも加熱部において石英管等のガラス製又はステン
レス管、鉄管等の金属製のものを使用するのが好ましい。特に、ガラス管は透明であるこ
とから、ＲｕＯ４の捕集状態を外観で把握することが可能であり、コスト的にも安価であ
るため、反応塔の材料として好適である。本発明において、反応塔４の自然冷却部３は、
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加熱部２と同じ材料であっても、異なる材料であっても良い。自然冷却部３は加熱部２と
比べて温度上昇が小さいため、場合によっては自然冷却部３だけを透明性又は不透明性プ
ラスチック等の耐熱性の低い材料で作製することができる。そのときは、図１に示すよう
に、加熱部２と自然冷却部３との境に、両者を分離又は接続するための付加的なセパラブ
ル用クランプ８を設ける。そのようにすれば、反応塔の長さを自由に調整することが容易
となり、また、反応塔の交換をＲｕＯ２の付着が著しい部分だけで済ますことができると
いう利点がある。なお、付加的なセパラブル用クランプ８は本発明において必ずしも必須
のものではないので、図１において点線で図示してある。
【００２６】
上記の反応塔４において、加熱部２及び自然冷却部３の長さはＲｕＯ４の流速や反応塔
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４の直径等に応じて最適化して決められるが、それぞれ１００以上及び５０ｍｍ以上であ
れば、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応進行とＲｕＯ２の付着捕集を行うことができ、本発明の
効果が得られる。さらにＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応進行を進めてＲｕＯ２としての回収率
を上げるために反応塔の加熱部及び自然冷却部を長くしたい場合、又は反応塔を設置する
場所のスペースが狭い場合には、図１に示す反応塔４を２段以上の多段で並列に配置して
、配管は直列に繋ぐ方法を採用することができる。例えば、加熱部を１段目の反応塔とし
、自然冷却部を２段目の反応塔として１段目の加熱部と並列して配置する方法である。こ
のとき、ＲｕＯ４の導入用及び排出用の配管は直列に繋ぐ。また、加熱部と自然冷却部と
を有する反応塔を１段目とし、それと並列して別の加熱部と自然冷却部とを有する反応塔
を第２段目として配置しても良い。その場合は、第１段目の反応塔で完全に分離回収でき
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なかったＲｕＯ４を、第２段目の反応塔で再処理することができるようになり、発生する
ＲｕＯ４のほぼすべてが固体状のＲｕＯ２として確実に分離回収される。本発明では、並
列に配置する反応塔の数は、２つに限定されず、放射性廃棄物の量、反応塔の長さ及びル
テニウム回収率に応じて、３つ以上としても良い。また、図１に示す反応塔２は、２つ以
上の複数の反応塔を直列に配管して繋ぐだけでなく、並列に配管して繋ぐこともできる。
その場合は、ルテニウムの分離回収を並列で同時に行うことができるため、処理速度と処
理効率を高めることができるという効果が得られる。
【００２７】
また、本発明は、ＲｕＯ４を導入する反応塔の内部雰囲気を１５０℃以上で加熱するだ
けでなく、その反応塔内部の雰囲気中に、あらかじめ加熱した空気を流入する手段を設け
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ることによって、ルテニウムの分離回収の効率を上げることができる。図３は、本発明の
分離回収方法で使用する乾式回収装置の一形態を示す概略断面図であり、装置の構成とし
て、あらかじめ加熱した空気９をＲｕＯ４とともに反応塔の内部へ流入させる手段を有す
る。図３において、加熱した空気９の流入は、送風ポンプ１０を用いて流入させた空気を
加熱器１１を経由させることによって直接反応塔４の上部から供給される。
【００２８】
上記の加熱した空気９は、反応炉４の加熱部２において１５０℃以上におけるＲｕＯ４
→ＲｕＯ２の反応を促進するために、あらかじめ反応塔４の上部で１５０℃以上となるよ
うに加熱器１１の温度を調整することが好ましい。加熱器１１の温度調整は、例えば、反
応塔４の上部の温度センサを配置することによって、その実測温度に応じた調整を自動で
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行うことができる。本発明において、反応塔４の加熱部２の温度を２００〜２５０℃に設
定する場合は、２００〜２５０℃の温度範囲に調整して加熱した空気９を直接導入しても
良いし、また、あらかじめ１５０℃以上に加熱した空気９を反応塔４の内部に導入した後
、加熱手段６によって温度を上げる方法を採用しても良い。
【００２９】
本発明では、あらかじめ加熱した空気９をＲｕＯ４とともに反応塔の内部へ流入させる
手段を採用することによって、反応塔４の内部へ導入する供給気体の圧力及び流量を調整
できるという効果を奏する。反応塔４の内部全域でＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応を均一に進
行させるためには、気体の流れが層流となることが好ましいが、例えば、導入用配管１か
ら供給するＲｕＯ４を含む気体の圧力や流量が小さい場合には層流状態を維持できず、反
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応塔４の内部においてＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応が不均一に起こりやすくなる。それによ
って、反応管４の内壁へのＲｕＯ４の吸着及び固体状ＲｕＯ２の付着が不均一となり、分
離回収操作の途中でルテニウム回収率の低下が顕著になるという問題が発生する場合があ
る。また、後述するように、本発明の乾式分離回収装置の後に液体回収装置を備える場合
、又は本発明の乾式分離回収装置の気体排出口近くに固体状のＲｕＯ２を回収するための
フィルターを設置する場合には、それらの付加的な装置から背圧が発生し、ＲｕＯ４を含
む気体の流れが阻害されやすくなり、最悪の場合には逆流の可能性がある。したがって、
あらかじめ加熱した空気９を、ＲｕＯ４が含まれる気体とともに反応塔４の内部へ供給す
る際に、加熱した空気９の圧力又は流量を調整することによって、そのような問題の発生
を防止することができる。
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【００３０】
本発明で適用する加熱した空気９には、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の還元反応を進めるために
、還元性気体を混合させても良い。還元性気体としては、例えば、一酸化炭素、ＮＯｘ及
び水素からなる群の１種又は２種以上からなるものを使用する。それらの中で、取り扱い
性及び安全性の点から、ＮＯｘの還元性気体を混合させることが好ましい。加熱した空気
９に混合される還元性気体の比率は、ルテニウムの分離回収率に応じて決めることができ
るが、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の還元反応は加熱温度によって制御がほぼ可能であるため、高
くする必要はない。したがって、還元性気体の混合気体に占める比率は、混合気体の全量
に対して３０体積％以下であり、好ましくは１０体積％以下、より好ましくは５体積％以
下である。
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【００３１】
図３に示す乾式分離回収装置は、図１に示すものと比べて、揮発分離したＲｕＯ４から
放射性ルテニウムの分離回収をより効率的に、且つ安定的に行うことができる。また、上
記で述べたように、反応塔４を２段以上の多段で並列に配置する方法を採用することによ
って、放射性廃棄物の処理時に発生するＲｕＯ４からのルテニウムの分離回収がより確実
となる。
【００３２】
本発明においては、未反応のＲｕＯ４の存在を皆無にして、ルテニウムの分離回収を完
璧に近い形で進めるために、ＲｕＯ４を含む雰囲気を１５０℃以上、好ましくは２００〜
２５０℃の範囲で加熱した後の気体を、さらにＲｕＯ４吸収液に接触させる湿式回収方法
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を採用することができる。図４は、両者を組み合わせた方法を実施するための分離回収装
置であり、図３に示すＲｕＯ４乾式分離回収装置の後に湿式回収装置を接続した本発明の
別の形態を示す分離回収装置の概略図である。
【００３３】
図４において、湿式の回収槽１２は、一定温度を保持するための恒温槽１３内に、Ｒｕ
Ｏ４吸収液を収納した第１の吸収筒１４及び第２の吸収筒１５を設置し、乾式分離回収装
置から気体排出用配管５を通過してきた気体を第１の配管１６及び第２の配管１７を介し
て、第１の吸収筒１４及び第２の吸収筒１５へ導くようになっている。気体排出用配管５
と第１の配管１６は、同じ配管であっても良いし、ジョイントを設けて異なる配管をそれ
ぞれを接続しても良い。第１の配管１６と第２の配管１７は、ガラス製又は金属製である
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。また、吸収筒１４、１５としては、取扱い性の点で、市販のガラス製のガス洗浄瓶を使
用しても良いが、実際のプラントへの適用を考慮すると、オフガス吸収塔等の化学プラン
トで一般的に使用されている吸収塔が好適である。図示の例では、吸収筒を２個配置し、
仮に、気体に含まれる微量のＲｕＯ４が第１の吸収筒１４で吸収されなった場合に、引き
続き第２の吸収筒へ導かれてＲｕＯ４の吸収が確実に行えるようにしている。本発明にお
いては、配置する吸収筒の数は、２個に限定されないで、１個又は３個以上であっても良
い。ルテニウムの分離回収は、図１又は図２に示す本発明の乾式分離回収装置を用いて１
５０℃以上の加熱処理によって、そのほとんどを分離回収することが可能であるため、湿
式回収装置で使用する吸収筒の数は、１個又は２個で十分である。また、乾式分離回収装
置に備える排出用配管５、第１の配管１５及び第２の配管１６、１７には、リボンヒータ
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ー等を巻いて加温することによって、ＲｕＯ４がそれぞれの配管内部で凝縮しないように
しても良い。さらに、気体排出用配管５から排出される気体の流れをスムーズに行えるよ
うに、ポンプ（Ｐ）１８を使用して、前記の気体を吸収筒１６及び１７へ導くように吸引
することもできる。
【００３４】
上記のＲｕＯ４吸収液としては、例えば、水、水酸化ナトリウム水溶液、四塩化炭素、
アルコール水溶液、アルコールと塩酸の混合溶液、塩酸と過酸化水素の混合溶液及びギ酸
等のカルボン酸水溶液の１種又は２種以上の混合溶液を使用できる。これらのＲｕＯ４吸
収液は、すでにＲｕＯ４の吸収能の実績があるため、吸収筒への収納量や混合溶液の配合
比率については当業者の技術範囲内で調整することが可能である。また、図４において、
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第１の吸収筒１４と第２の吸収筒１５には、両者とも同じ種類のＲｕＯ４吸収液を収納し
ても良いし、それぞれ異なる種類のＲｕＯ４吸収液を収納しても良い。
【００３５】
図４に示す分離回収装置を用いて実施するルテニウムの分離回収方法は、ルテニウムの
分離回収を確実に行うことができるため、放射性ルテニウムを外部へ一切漏洩させないと
いう効果が得られる。さらに、ルテニウムの分離回収は、乾式分離回収装置を用いて１５
０℃以上の加熱処理によってほぼ達成できていることから、ＲｕＯ４吸収液の接触による
湿式方法を採用したとしても、ＲｕＯ４吸収液の長期間使用が可能となる。これは、溶液
からの放射性ルテニウムの分離回収工程の回数及び処理時間の大幅な削減に貢献する。
【００３６】
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次に、図１、図３又は図４に示すＲｕＯ４乾式分離回収装置の反応塔４の下部に、加熱
処理によって生成するＲｕＯ２の固体微粒子を補足するためのフィルターを備える装置例
を説明する。図５は、図４に示すＲｕＯ４乾式分離回収装置内にフィルターを備える分離
回収装置の概略断面図である。図５において、フィルター１９は金属フランジを有するフ
ィルターホルダーの間に挿入されており、当該フィルターホルダーは反応塔４の底部に配
置されている。図５では、図４に示す装置にフィルターを備える例を示しているが、本発
明においては図１又は図３に示すＲｕＯ４乾式分離回収装置内にもフィルターを備えるこ
とができる。ここで、フィルター１９は、加熱処理によって生成するＲｕＯ２の固体微粒
子のすべてが反応炉４の内壁に付着しないで、下方へ移動して装置の底部に堆積する場合
に、下方へ落下するＲｕＯ２の固体微粒子を完全に補足するために使用する。それによっ
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て、排出用配管５から装置外部へ流出するのを防止することができる。
【００３７】
上記のフィルター１９としては、一般的にプラントで使用されているＨＥＰＡフィルタ
ーや、さらにいえば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリエチレン又はポリ
プロピレン等の樹脂製又はステンレス等の金属製のものが使用でき、フィルターの孔径は
０．１〜３μｍの範囲である。フィルターの孔径は１種類に限定されないで、２種類以上
を積層して使用しても良い。フィルター１９がＲｕＯ２の固体微粒子の補足によって目詰
まりが顕著になる場合は、装置から外して、新しいものと交換する。使用後のフィルター
は、そのまま廃棄することは問題があるため、外部から隔離された場所に保管又は保存す
る。
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【００３８】
本発明において、フィルター１９を備えるＲｕＯ４乾式分離回収装置は、ＲｕＯ２の固
体微粒子の補足には効果があるものの、フィルターを設けたことによる背圧の影響がある
ため、ＲｕＯ４を含む気体の圧力又は流量が小さい等の特殊な場合には、ルテニウムの分
離回収率が期待した程度まで上がらないことがある。そのため、放射性廃棄物の処理方法
と状況に応じて、フィルターを備えるＲｕＯ４乾式分離回収装置の適用を図ることが好ま
しい。
【００３９】
次に、具体的な実施形態によって本発明を説明するが、本発明は、これらの実施形態に
10

限定されない。
【００４０】
〈第１の実施形態〉
ＲｕＯ４の分解反応の温度依存性を調べるために、図５に示すルテニウムの乾式分離回
収装置を用いて反応塔４の加熱部の雰囲気温度を室温、１００℃、１５０℃、２００℃、
２１０℃に設定して、それぞれの温度におけるルテニウム（Ｒｕ）の回収率を求めた。本
実施形態では、ルテニウムの乾式分離回収装置の後段に湿式回収装置を配置し、吸収筒１
４、１５においてそれぞれのＲｕ濃度を測定することにより、初期のＲｕＯ４濃度及び吸
収筒１４、１５に収納されるＲｕＯ４吸収液中のＲｕ濃度から、乾式分離回収装置を用い
たときのＲｕの回収率を求めることができる。
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【００４１】
本実施形態においては、放射性廃液を処理して揮発性ＲｕＯ４を発生させる代わりに、
模擬的にＲｕＯ４発生装置を作製してＲｕＯ４を発生させた。前記のＲｕＯ４発生装置の
容器内に、硝酸ルテニウム溶液（０．０３ｍｏｌ／Ｌ）と硝酸セリウムアンモニウム溶液
（０．１５ｍｏｌ／Ｌ）を０．３ｍＬ／ｍｉｎの速度で供給し、ＲｕＯ４を連続的に発生
させる。発生したＲｕＯ４は、図５の導入用配管１から反応塔４の内部に供給する。この
とき、送風ポンプ１０を用いて流入した空気を加熱器１１の経由によって加熱し、この加
熱した空気を、ＲｕＯ４を含む気体と同時に直接反応塔上部へ供給する。本実施形態で使
用した反応答４は円筒の石英管であり、内径が５２ｍｍである。また、反応答４の加熱部
２及び自然冷却部３の長さはそれぞれ３００ｍｍ及び１５０ｍｍである。
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【００４２】
前記のＲｕＯ４発生装置によって発生させたＲｕＯ４を含む気体は、反応塔４の加熱部
２の内部の温度が設定の温度になるまでに加熱され一定温度に維持した後、加熱器１１に
よって加熱した空気とともに反応塔４の内部に、それぞれ０．５Ｌ／ｍｉｎ 及び１．５
Ｌ／ｍｉｎの流量で供給する。反応塔の底部には粒子を捕集するためのバックアップフィ
ルター１９（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ

ｔｙｐｅ

ＦＨ（孔径）０．５μｍ、ＰＴＦＥ製）を

配した。さらにその後段に、湿式回収装置１２を配置し、ＲｕＯ４吸収液として６Ｍ塩酸
−１％エタノール溶液を３００ｍＬ投入したガス吸収ビンを２本直列につなぎ、乾式回収
装置から漏洩してきたＲｕＯ４を捕集した。ここで、前記のガス吸収ビンの２本は、それ
ぞれ吸収塔１４、１５として機能する。
【００４３】
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前記のＲｕＯ４発生装置からのＲｕＯ４の発生量は、試験終了後直ちに、発生装置内残
存液中のＲｕの濃度を測定して、投入量との差から算出した。なお、前記のＲｕＯ４発生
装置内に残存した溶液については、試験終了後ただちに、吸収液と同じ組成の塩酸溶液に
採取し、Ｒｕを還元し揮発しないように固定化した。
【００４４】
実験を行った時の反応塔４の加熱部２の温度は、実測の結果、それぞれ２２℃、９４℃
、１５１℃、２００℃、及び２１０℃であり、各温度に保持した後にＲｕＯ４発生装置か
ら発生させたＲｕＯ４の混合ガスを０．５ Ｌ／ｍｉｎ、加熱器１１によって加熱した空
気を１．５ Ｌ／ｍｉｎの速度で約３０分間流した。反応塔４を通過したガスについては
、上記で述べたようガス吸収ビンからなる吸収塔１４、１５に導き、ここでＲｕを捕集し
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た。このＲｕ量を分析することにより、初期のＲｕＯ４濃度から、吸収筒１４、１５に収
納されるＲｕＯ４吸収液中のＲｕＯ４濃度を差し引くことによって、温度を変化させたと
きの乾式分離回収装置におけるＲｕ回収率が求まる。具体的に、Ｒｕ回収率は次のような
ステップに従って求める。
【００４５】
ＲｕＯ４の発生量（Ｃｖａｐ）は、ＲｕＯ４発生装置の容器に供給したＲｕの量（Ｃｉ
ｎ）から、残った溶液中のＲｕの濃度から求めたＲｕの量(Ｃｒｅ)

（いずれも単位はｍ

ｇ)を差し引く事から求まる。また、乾式回収装置から漏洩したＲｕＯ４の量は、後段の
Ｒｕ吸収ビンに捕集されたＲｕ量（Ｃｏｕｔ）から求まる。これらの値から、乾式回収装
置におけるＲｕ回収率（ＲＥ）は下記の式（１）及び式（２）で求めることができる。な

10

お、図５において、第２の吸収筒１５中のＲｕの濃度は検出限界値以下で、第１の吸収筒
１４で十分にＲｕを捕集できることを確認している。

【００４６】
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また、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応によって生成するＲｕＯ２固体粒子については、反応
塔の後段に配置したバックアップフィルターの重量変化が０．１ｍｇ程度であり、今回の
試験の平均の発生量である１２ｍｇと比較しても１％以下であった。このように、バック
アップフィルターによって補足されるＲｕＯ２固体粒子は、非常に少なく、ほとんどが反
応塔の内壁に付着していることが確認できる。
【００４７】
得られた回収率の値を図６に示す。図６から、温度が高いほどＲｕの回収率（ＲＥ ）
は高くなることが明らかとなった。また、温度が１５０℃以上では、１５０℃未満と比べ
てＲｕの回収率が高くなる傾向が見られる。回収率は、２００℃において８９．９％であ
り、２１０℃では９８．６％である。図６から分かるように、加熱温度が２１０℃以上で
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はＲｕの回収率が飽和する傾向にあり、２５０℃の加熱温度でほぼ１００％のＲｕの回収
率が得られる。このように、本発明によるルテニウムの分離回収方法は、湿式回収法を使
用しないでも、２００℃以上の加熱処理することによってルテニウムをほぼ９０％以上で
分離回収でき、さらに２５０℃まで加熱処理することによって確実な分離回収が可能とな
る。一方、加熱温度が１５０℃以上２００℃未満では、Ｒｕの回収率は高まるものの、乾
式分離回収方法だけではＲｕをすべて回収することが難しくなる。しかし、湿式回収法と
併用することによって、ルテニウムの回収率を高めることができ、ルテニウムの分離回収
が完璧に近い形で進められる。
【００４８】
〈第２の実施形態〉
次に、図２に示すＲｕＯ４の捕集メカニズムを明確にするために、本実施形態において
、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応速度定数及びＲｕＯ４の吸着反応の加熱処理温度に影響につ
いて検討する。
【００４９】
図７は、図６に示す結果から各温度におけるＲｕＯ４のＲｕＯ２への反応速度定数（ｋ
）を求めて、温度の逆数に対してアレニウスプロットを行った図である。反応速度定数（
ｋ）は次のようにして求まる。
【００５０】
ＲｕＯ４のＲｕＯ２への反応は、下記の式（３）
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で示されるように一次反応と考えられることから、反応速度定数をｋとして、ｔ分後のＲ
ｕＯ４の濃度（Ｃｔ）は初期濃度（Ｃｏ）に対して、

である。ここで、反応塔内の加熱部の通過時間を反応時間として、反応速度定数ｋを求め
る。

10

【００５１】
図７には、下記の式（５）で表される文献値を合わせて示しているが、文献値とは高温
度領域では、ほぼ値が等しくなるものの、低温度領域では大きく値が外れることが分かる
。

【００５２】
低温度領域において実験結果と文献値とが大きく異なる理由は、上記の式（３）による
反応の他にも、Ｒｕの回収率を高めるような別の反応が起きているものと考えられる。以
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下に示すように、本発明で実施するルテニウムの分離回収においてＲｕＯ４の捕集メカニ
ズムは、（Ａ）ＲｕＯ４の気相内での反応による捕集、及び（Ｂ）ＲｕＯ４の反応塔への
吸着による捕集、の２つの要因で説明できることが分かった。
【００５３】
上記の（Ａ）及び（Ｂ）の２つの要因に基づいて、最終的なＲｕの全捕集率をそれぞれ
吸着及び還元反応の捕集効率の積として計算した結果を図８に示す。図８は、本発明の乾
式分離回収装置から実験で求めたルテニウム漏洩率と吸着及び反応速度から計算したＲｕ
Ｏ４残留率との対比を示す図である。図８に示すルテニウム漏洩率は、ルテニウムを分離
回収できなかったルテニウムの割合を示すものであり、［１−（Ｒｕの捕集率）］で表さ
れる物理量である。すなわち、漏洩率が小さくなるほど、Ｒｕの捕集率は高いことを意味
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する。
【００５４】
図８において、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２反応（計算式）は、上記の（５）式を用いて、各温
度のＲｕＯ４の平均流速（ｍ／ｓ）及び反応時間（ｓ）から算出したものである。この計
算値は、反応塔内壁面に吸着することが無いとした場合に未反応のＲｕＯ４気体が残存す
る割合となる。
【００５５】
図８において、吸着（計算式）は、次のようにして算出することができる。本実施形態
で用いる反応塔は円筒の石英管の中をガスが流れる構造であるので、円筒管内の壁へのガ
スの吸着については、一般的には大気中のガス状物質であるアンモニア、二酸化硫黄や硝
酸の濃度の回収に使用されている拡散デニューダ法に従うものと考えた。その方法におい
て、入り口の対象ガスの濃度（Ｃ０）と出口での濃度（Ｃ）については下記の式（６）及
び 式（７）が用いられる。
【００５６】
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10

【００５７】
ここでΔについては温度依存性のあるパラメータ（粘度、密度、動粘度、拡散係数）が
含まれているので、それぞれの温度に対する補正を行う。詳細は省略するが、最終的に、
粘度（ｋｇ／ｍ・ｓ）、密度（ｋｇ／ｍ３）、動粘度（ｍ２／ｓ）、平均流速（ｍ／ｓ）
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２

、Ｒｅ（レイノルズ数）、拡散係数（ｍ

／ｓ）から吸着率Ｃ／Ｃ０（計算値）を算出す

る。図８に示す吸着（計算式）は、このようにして求めた計算値を温度の逆数に対してプ
ロットしたものである。
【００５８】
図８から明らかなように、吸着及び還元反応の捕集効率の積として計算した総合的なＲ
ｕＯ４の全漏洩率は、ほぼ実験値と一致することが分かった。この結果から、ＲｕＯ４の
捕集については、低い温度の時は吸着が主であるが、温度を上げることにより、その捕集
のメカニズムは吸着したものも含み、ＲｕＯ４からＲｕＯ２への反応が主となってきてい
る。したがって、１５０℃以上においては両者の相乗効果が得られ、捕集効率は急激に向
上することが分かった。特に、両者の相乗効果は２００℃以上で大きくなり、図６に示す
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ように、Ｒｕの回収率を９０％以上、さらには１００％近くまで高めることができる。こ
のことは、図５に示す乾式分離回収装置において、反応塔４の上段、すなわち加熱部２で
は、Ｒｕが塔の管内部に均一に蒸着したように光沢を有して付着しており、下段に相当す
る自然冷却部３には、塔の管内を流体(粉体)が流れたような跡があり、比較的大きな粒子
を確認する事ができ、固体状のＲｕＯ２が観測されるという実験結果からも容易に理解さ
れる。
【００５９】
〈第３の実施形態〉
前記の第１及び第２の実施形態で使用した装置は、図５に示すように、湿式回収装置１２
及びバックアップフィルター１９を備える。ここで、湿式回収装置１２は、本発明の効果
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を明確にする目的から、乾式分離回収装置におけるＲｕの回収率を正確に求める目的で厳
密な実験を行うために用いたものである。本発明は、加熱温度を２００℃及び２１０℃以
上とすることによって、ルテニウムの回収率はそれぞれほぼ９０％及び９８％％以上に高
めることができるため、湿式回収装置１２を具備しない乾式の分離回収装置が本発明を実
施するための装置の基本構成とすることができる。また、第１の実施形態で述べたように
、ＲｕＯ４→ＲｕＯ２の反応によって生成するＲｕＯ２固体粒子については、反応塔の後
段に配置したバックアップフィルターの重量変化が０．１ｍｇ程度であり、今回の試験の
平均の発生量である１２ｍｇと比較しても１％以下である。このように、バックアップフ
ィルターによって補足されるＲｕＯ２固体粒子は、ほとんど無視できるほどの微量である
。そこで、湿式回収装置１２及びバックアップフィルター１９を具備しない乾式分離回収
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装置、すなわち、図１及び図２に示す装置を用いる場合についても、ルテニウムの回収率
を確保できるか否かについて確認実験を行った。
【００６０】
その結果、加熱温度を２００℃以上から２５０℃に設定するとともに、ＲｕＯ４の流量
又はＲｕＯ４とともに供給する加熱した空気の流量を調整することによって、図６に示す
結果と同じような回収率を得られることが確認できた。したがって、本発明は、図１及び
図２に示す乾式分離回収装置だけからなる構成でおいても、本発明の効果を十分に奏する
ことができ、ルテニウムの分離回収を行うための簡便で効率的な方法を構築する上で有用
である。
【００６１】

10

以上のように、本発明によれば、ルテニウムが含まれる放射性廃液等の放射性廃棄物を
処理するときに発生する揮発性ルテニウム（ＲｕＯ４）を１５０℃以上、好ましくは２０
０〜２５０℃の温度範囲で加熱処理することによって、ＲｕＯ４からＲｕＯ２への還元反
応によって生成されるＲｕＯ２を固体状態で分離回収することができる。それによって、
ＲｕＯ４又はＲｕＯ２を溶液に吸収させる必要が無くなり、溶液中から放射性ルテニウム
を分離回収するための湿式処理が省略できるために、簡便にルテニウムを分離回収するこ
とができる。また、ＲｕＯ４を含む雰囲気を１５０℃以上で加熱した後の気体を、さらに
ＲｕＯ４吸収液に接触させる湿式回収方法を行うことによって、未反応のＲｕＯ４の分離
回収を進めることができ、放射性ルテニウムを外部へ一切漏洩させないという大きな効果
が得られる。さらに、本発明による方法は、従来と比べて簡便で確実に放射性ルテニウム
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を分離回収できるため、特に、放射性廃液の蒸発濃縮工程や高レベル放射性廃液からのル
テニウムの電解除去プロセス又は高レベル放射性廃液のガラス固化プロセスに適用すると
きに、従来の電解酸化法等で用いる電解除去装置又はガラス固化のために用いるガラス溶
融炉装置と、本発明で使用する乾式分離回収装置とを配管を通して接続するだけで対応で
きるため、より簡便な処理法を構築するのに好都合である。本発明は、前記の電解除去プ
ロセス及びガラス固化プロセス以外にも、放射性廃棄物の焼却や溶融により発生するＲｕ
Ｏ４からのルテニウムの分離回収方法として適用が可能であり、その有用性は極めて高い
。
【符号の説明】
【００６２】
１・・・導入用配管、２・・・加熱部、３・・・自然冷却部、４・・・反応塔、５・・・
気体排出用配管、６・・・加熱手段、７・・・セパラブル用クランプ、８・・・付加的な
セパラブル用クランプ、９・・・加熱した空気、１０・・・送風ポンプ、１１・・・加熱
器、１２・・・湿式の回収槽、１３・・・恒温槽、１４・・・第１の吸収筒、１５・・・
第２の吸収筒、１６・・・第１の配管、１７・・・第２の配管、１８・・・ポンプ、１９
・・・フィルター。
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

【図７】

【図８】
【図６】
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