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まえがき

原子力施設の長期安定運転や，廃炉の計画が進展する中

で，運転中廃棄物の処理や廃炉の際に発生する放射性廃棄

物の処理・処分技術が近年，重要性を増してきており，原

子力技術が社会に受容されるための大きな要素になってい

る。

富士電機は，新型転換炉「ふげん」発電所，高速実験炉

「常陽」，および高速原型炉「もんじゅ」向けに廃棄物処理

設備を納入してきた。近年は，廃棄物の減容処理技術であ

る金属性の固体廃棄物の YAGレーザ切断技術，および図

１に示す使用済樹脂の高減容処理を行う高周波誘導結合

（IC：Inductively Coupled）プラズマ廃樹脂減容処理装置

の開発に注力している。

本稿では，納入プラントの特色と固体廃棄物処理技術の

開発状況を紹介する。

廃棄物処理技術への取組み状況

富士電機は「ふげん」発電所に気体，液体および固体廃

棄物処理設備を 1976 年に納入した。約 30 年間，順調に運

転され，2001 年度に運転性の向上と省力化を図ることを

目的とした液体・固体廃棄物処理系の自動化の更新工事を

受注し，既設の操作盤を撤去して，最新型の計装システム

を納入した。「もんじゅ」には図２に示す気体廃棄物処理

設備および液体廃棄物処理設備を納入した。

この分野でドイツのシーメンス社と技術提携を行い，特

色ある技術を採用している。液体廃棄物処理設備では，自

然循環方式の蒸発濃縮装置に特徴がある。シーブトレイと

いう多孔板を数段に設けて液層を保持する構造を採用し，

高い除染係数（DF）が得られる設計とした。また，強制

循環用のポンプがないことから，保守性にも優れている。

気体廃棄物処理設備は，高性能の活性炭吸着塔で，放射

性の希ガス〔クリプトン（Kr），キセノン（Xe）〕の処理

を行うシステムである。処理性能について，シーメンス社

に放射性核種を使用した吸着性能に関するホット試験を委

託し，性能を評価した。

「常陽」には，図３に示す廃棄物処理設備を納入した。

この設備ではナトリウム（Na）の洗浄廃液を硝酸で中和

処理した後，自然循環型の蒸発濃縮装置で濃縮処理してい

る。濃縮残査を高減容処理するために図４に示すマイクロ

波による乾燥溶融固化処理を採用した。2001 年には，こ

の技術を応用し，軽水炉の廃棄物処理に適用する研究開発

に取り組み，加圧水型原子炉（PWR）で発生しているほ

う酸廃液を模擬した溶液をマイクロ波でガラス化し，セメ

ント固化体とする技術の開発に成功した。大型廃棄物の処

理についても，種々の開発を推進している。再処理施設で

は，使用済燃料の構造材を缶（ハル缶と呼ぶ）に収納し保

管している。この使用済ハル缶を遠隔で減容処理するため

に YAGレーザで自動切断する技術を開発した。使用済の

放射性廃棄物処理・処分技術
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図１　ICプラズマ実証規模試験装置
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グローブボックスを解体し，溶融処理するための前処理と

して YAGレーザで細断する装置を核燃料サイクル開発機

構東海事業所に納入した。

YAGレーザは，光ファイバにより伝送ができるため，

セル内やグローブボックス内での遠隔自動切断が可能であ

るとともに，切断時のドロスやヒュームが少ないため放射

化した金属廃棄物の減容装置として特に優れている。富士

電機のレーザはパルス方式でピークパワーが 50 kWと大

きいことから，厚肉の切断に特徴がある。炭素鋼で 100

mm，ステンレス鋼で 50mmの厚さまで切断可能である。

運転中の廃棄物の減容処理にも，注力している。使用済

イオン交換樹脂を低温のプラズマで分解減容する ICプラ

ズマ廃樹脂減容装置を開発した。
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④ミストセパレータ 
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⑰再生ガスブロワ 
⑱再生ガス加熱器 
⑲再生ガスミストセパレータ 
⑳再生ガスドライヤ 
　再生ガス冷却器 
　サンプリングボックス 
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図２ 「もんじゅ」気体廃棄物処理設備
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①高レベル受入タンク ：30m3×1基 
 ： 5m3×1基 
②廃液調整タンク ： 5m3×2基 
③廃液移送タンク ：10m3×2基 
④低レベル受入タンク ：10m3×2基 
⑤逆洗液タンク ： 1m3×1基 
⑥濃縮液タンク ： 5m3×1基 
⑦洗浄廃液受入タンクA： 1m3×1基 
⑧洗浄廃液受入タンクB： 2m3×1基 
⑨ドレンサンプタンク ： 3m3×1基 
⑩蒸発濃縮処理装置 ： 0.6m3/h 
⑪マイクロ波固化装置 ：10L/h 
⑫操作室（集中制御） 

図３ 「常陽」廃棄物処理設備 図４　マイクロ波固化装置
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本研究は，「使用済イオン交換樹脂の無電極プラズマに

よる処理技術の開発」として科学技術庁の廃棄物処理処分

技術開発促進補助事業に認定され，1996 年度および 1997

年度に要素技術の開発を行った。この方式は，減圧酸素雰

囲気で使用済イオン交換樹脂を穏やかに酸化・分解させる

方式であり，廃樹脂を加熱して熱分解ガスを発生させ，活

性化した酸素プラズマ中で熱分解ガスを効率よく酸化する

ことにより樹脂を灰化する。本方式により体積は 1/20 以

下にまで減容できる。灰化した樹脂はセメントで固化し，

処分体にできることを要素試験で確認した。また，樹脂に

放射性の核種を吸着させたホット試験を社内で実施し，核

種の移行挙動を確認した。さらに「ふげん」発電所におい

て共同研究としての実樹脂による要素試験を実施し，減容

性や処理時の排ガス系への移行量を確認した。2001 年に

は富士電機・川崎地区のエネルギー製作所に実規模大の実

証試験装置を完成させ長期連続の運転性，保守性の確認試

験を実施した。

以下に，ICプラズマ廃樹脂減容装置とパルス方式の

YAGレーザ切断装置の概要を紹介する。

IC プラズマ廃樹脂減容装置の開発

３.１ 装置開発の経緯

原子力発電所の運転に伴い発生する使用済イオン交換樹

脂（以下，廃樹脂と称す）は，従来，放射能濃度が比較的

低い廃樹脂の一部については可燃性廃棄物とともに焼却・

減容処理が行われてきたものの，それ以外の樹脂について

は処理方法が確立しておらず，原子力発電所の敷地内の廃

樹脂貯蔵量は年々増加し続けている状況にある。

このような中で富士電機では，半導体製造装置分野など

で培った ICプラズマ技術を適用することで，従来の焼却

方式やその他の方式に比べて廃樹脂の減容率や運転・制御

性，保守・補修性に優れた廃樹脂減容処理技術を開発した
，

。

現在，実証規模試験装置を製作して各種特性データの取得

を行い，発電所向けの廃樹脂減容処理装置として商品化を

進めている｡

３.２ ICプラズマ廃樹脂減容装置の概要

３.２.１ 原　理

ICプラズマ廃樹脂減容処理技術は，減圧雰囲気下の高

周波誘導結合による酸素プラズマを応用した技術である。

すなわち，減圧条件下の酸素プラズマが有する高い化学的

活性により効率的な廃樹脂の減容を可能にするとともに，

減圧条件下の運転に伴う燃焼安定性と制御性のよさにより，

廃樹脂の飛散や二次廃棄物の放出をほとんど伴わずに廃樹

脂の減容・安定化処理を行うものである。

この処理によって，廃樹脂は効率的に二酸化炭素と水な

どに酸化・分解される。一方，廃樹脂に同伴しているイオ

ンやクラッドに起因する金属成分は，廃樹脂に保持された

まま処理が進行する。よって，これらは装置外に飛散する

ことなく，処理後の残査とともに回収することができる。

ICプラズマによる廃樹脂減容装置の概念図を図５に示

す。装置の処理容器内部には，処理対象物を加熱保持する

ための加熱ヒータ付きの処理ステージを収容し，容器上部

には酸素を供給するための構造を備える。そして，酸素導

入と同時に真空ポンプによる排気を行うことで，処理容器

内を一定の減圧雰囲気に保っている。また，処理容器上面

には石英窓が設けられており，窓の大気側に高周波コイル

を設置している。そして，このコイルに高周波電流を通電

することで発生する電磁界を利用して，容器内に導入した

酸素ガスをプラズマ化している。

３.２.２ 処理方法

図６に減圧酸素プラズマ処理の概念図を示す。図では処

理ステージ上の樹脂と樹脂の上方で生成した酸素プラズマ

の関係を模式的に示している。

本方式で行う減容処理は，廃樹脂の熱分解特性に対応し

て次の 2 段階（一次処理および二次処理）で構成される。

一次処理（低減容処理）

廃樹脂を 400 ℃程度に加熱して熱分解ガスを発生させ，

発生した熱分解ガスを，加熱・活性化した酸素プラズマを

利用して酸化分解する。この処理により，廃樹脂を 1/4か

（1）

（3）

（2）（1）
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図６　減圧酸素プラズマ処理の概念図
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図５　ICプラズマ廃樹脂減容装置の概念図
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ら 1/5 程度に減容・減重する。

二次処理（高減容処理）

一次処理後の炭化した樹脂をさらに 700 ℃程度に加熱し，

プラズマで加熱・活性化した酸素を気流制御により直接接

触させる。この処理により，樹脂を直接酸化分解し，1/20

以上に減容・減重する。

なお，廃樹脂の加熱温度および減容・減重率は，処理対

象物の性状により異なる。

いずれの処理過程においても，炭素（C）や水素（H）

で構成された樹脂成分は，二酸化炭素（CO2）や水（H2O）

に分解・酸化され，また，イオン交換を行う SO3，NH3な

どの官能基成分は SOxや NOxに分解・酸化され，いずれ

もガス状となって排出される。

また，廃樹脂が吸着していた金属イオンは，上記の処理

過程で金属酸化物となり，減容後の残査中に取り残される。

したがって，有機物であった廃樹脂は，減圧酸素プラズマ

処理によって減容と同時に無機化が行われる。さらに，樹

脂中に取り込まれていた放射性金属核種は安定な酸化物と

なり灰化した残査とともに回収することができる。

３.２.３ 特　徴

減圧酸素プラズマ処理は，次のような特徴を有している。

酸素プラズマの活性を利用して，炭素成分を効果的に

CO2に酸化することができるため，高減容・高減重が

可能である。

対象物の分解特性に合わせた加熱温度の設定と，熱流

が抑制される減圧雰囲気での処理によって放射性核種の

移行が少ない。

制御要素はすべて電気制御で自動運転が可能であり，

電源喪失時には処理反応は収束に向かうので，運転操作

が容易で安全なプロセスである。

燃焼補助燃料や燃料酸化に必要な酸素や空気を使用し

ないため，排ガスの発生を最小限に抑制しており，放射

性物質を含んだ二次廃棄物量が少ない。

低温運転のため，処理容器内に耐火物のないシンプル

な処理容器とでき，保守・補修作業性がよく，除染など

の作業も容易である。

処理後の残査は，セメントに高い比率で混合しても埋

設処分に関する政令基準の固化体性能を満足できるので，

最終処分体の発生数を低減でき，処分領域と処分費用の

削減が期待できる。

３.３ 実証規模 ICプラズマ廃樹脂減容装置

上述した原理に基づいて開発した実証規模 ICプラズマ

廃樹脂減容装置の外観を図１に，系統概念図を図７に示す。

また，系統概要は次のとおりである。

３.３.１ 樹脂供給装置

樹脂供給装置は，加熱ホッパと定量切出し装置，供給ノ

ズルから成り，重力流によって処理容器内の処理ステージ

上へ樹脂の供給を行う。供給ノズルは減圧下での動作が可

能な構成としており，減容処理を継続したままで，樹脂の

追加供給が可能である。

３.３.２ プラズマ処理装置

プラズマ処理装置は，口径約φ 750mmの処理容器内部

に約φ 600mmの加熱ヒータによる処理ステージを備え，

上部には減圧雰囲気を維持しながら容器内部に高周波電力

を伝えるために，石英ガラス製の高周波窓を備える構造と

している。また，容器内に適切な酸素気流を発生させるた

めの酸素供給構造を備える。

３.３.３ 真空排気装置

真空排気装置は，水蒸気の排気に有利な機械式回転ポン

プを採用し，圧力監視と電動コンダクタンス調整バルブに

よる自動圧力調整機構を備える。

３.３.４ 残査回収装置

残査回収装置は，ブロワにより残査を吸引し，サイクロ

ンとバグフィルタにより固形分を分離回収する。

なお，イオン交換樹脂は通常 50 ％程度の水分を含んで

いるため，実機では処理運転時の水分蒸発時問の短縮を

狙った前処理として，樹脂の含水率を 5 ％程度に乾燥させ

るための，真空加熱乾燥装置を備える予定である。

３.４ 実証性能試験

原子力発電所の排水データを参考にして，廃樹脂吸着成

分を模擬した 3 種類の樹脂と，コバルトを多く吸着させた

模擬樹脂の 4 種類の樹脂を処理対象として，減容・減重性

能および装置外へのコバルト移行性能に関する試験を行っ

た。主要な模擬樹脂の仕様を表１に示す。

試験結果の概要は以下のとおりである。

３.４.１ 減容率と減重率

減容率および減重率は，添加調整後の含水樹脂を基準と

して，次式により算出した。

™減容率＝（１－残査体積/含水樹脂体積）× 100 ％

™減重率＝（１－残査質量/含水樹脂質量）× 100 ％

評価結果を図８に示す。

一次処理の結果では，いずれの樹脂も減容率および減重

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（2）
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図７　実証規模装置の系統概念図
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率が目標の 75 ％を超え，体積・質量とも 1/4 以下である

ことを確認した。また，最も減容・減重しにくかったサン

プル Dに対して，90 ％（1/10）減容を目標とした二次処

理の結果，減容率 94 ％，減重率 93 ％と，約 1/20の減容

となる結果を確認した。

以上から，イオンやクラッドを同伴した実際の廃樹脂を

模擬した樹脂に対して，減容率，減重率ともに目標値を達

成できることが確認された。

３.４.２ 残査の組成

コバルトを多量に吸着させたサンプル Dの残査につい

て，有機元素分析によって，樹脂の構成成分である炭素

（C），水素（H），窒素（N），硫黄（S）と，分析燃焼残査

（以下，UNと称す）の質量割合を分析した。結果を図９

に示す。

一次処理後には，Nや S，Hが減少し Cの割合が増加

した。二次処理後には，Cを含め UN以外の成分が減少し

た結果となった。UNに含まれる成分は金属酸化物などの

分解ガス化しない成分であるため，二次処理によって廃樹

脂構成成分のすべての分解が進行したと見ることができる。

また，有機物の構成成分である Hと Cの比率（H/C）

により樹脂の無機化について評価した結果，処理前が 1.6，

一次処理後は 0.5，二次処理後に 0.2と，処理に応じて H

が減少して無機化が進んでいることが確認された。

３.４.３ 装置外へのコバルト移行率

模擬樹脂に添加したコバルト成分を利用して，プラズマ

装置排気系となる真空ポンプ排気側（大気圧側）への移行

率を評価した。

評価結果を表２に示す。総投入コバルト量（検出感度を

上げる目的で実際の廃樹脂よりも多く添加した CoOと，

樹脂にイオン交換させたコバルトの合計値）に対する回収

液中のコバルト分析量の比率は，いずれの樹脂においても

10－6 g/gレベルであることを確認した。

３.４.４ セメント固化性

未使用樹脂の二次処理残査と，コバルトを吸着した樹脂

の二次処理残査を試験対象とし，普通ポルトランドセメン

トを使用して，JIS（日本工業規格）に従った方法により

セメント固化の基礎評価を行った。評価結果を表３に示す。

同表から，イオンやクラッドを含有した残査を 30 ％の割

合で混合したセメント固化体でも，政令規定値（1.5 N/

mm2）を十分満足できる強度が得られることを確認した。

また，固化したサンプルの断面を図 に示すが，混合固化

された残査はサンプル中に一様に拡散し，イオンやクラッ
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表１　模擬仕様の概要 

呼称 
樹脂銘柄 
（混合比） 

WA21：SKN-1 
（1：1） 

添加物 

吸着イオン 

Ni 
Cr 
Co

Cu 
Cr 
Na

Cu 
Cr 
Na

Co

クラッド分 

CoO 
Fe2O3

CoO 
Fe2O3

CoO 
Fe2O3

CoO 
Fe2O3

SAN-1：SKN-1 
（1：1） 

IRA400T：IR120B 
（1：1） 

WA21：SKN-1 
（1：1） 

A

B

C

D

減
容
・
減
重
率
（
％
）
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サンプル樹脂 
D D：二次処理 

減
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減
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図８　減容率と減重率の評価結果

乾燥樹脂 一次処理後 二次処理後 
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％
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図９　CHNS成分測定結果

表２　コバルト移行率評価結果 

総投入樹脂量 
（g） 

10,632 

10,118 

10,232 

10,569 

4,462

総投入Co量 
（g） 

（上値保持） 

50.5 

50.3 

50.3 

178.1

回収Co量 
（g） 

3×10
－4 

1×10
－4 

4×10
－4 

2×10
－4 

2×10
－4

Co移行率 
（g/g） 

6×10
－6 

2×10
－6 

8×10
－6 

1×10
－6 

1×10
－6

A 

B 

C 

D 

D 
（二次処理） 

表３　セメント固化結果 

評価項目 未使用樹脂 

30wt％ 

50％ 

1.7 

44MPa 

均質・良好 

模擬樹脂（D） 

30wt％ 

50％ 

1.8 

68MPa 

均質・良好 

残 査 充 て ん 率 

水/セメント混合比 

固　化　体　比　重 

一 軸 圧 縮 強 度 

固　型　化　状　況 
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ドを含有した残査のセメント固化体でも，よい均質性を示

す結果を確認した。

３.５ まとめ

原子力発電所の排水データを参考にして，廃樹脂成分を

模擬した樹脂を対象に，実規模 ICプラズマ廃樹脂減容装

置を使って，減圧酸素プラズマによる廃樹脂の減容・安定

化処理について各種データを取得した。その結果，約

1/20の減容性能と無機化による安定化性能，セメントへ

の 30 ％高充てん性能が確認できた。この結果から，ICプ

ラズマ廃樹脂減容装置は，発電所内に貯蔵されている廃棄

物の減容安定化処理と，埋設処分地の有効利用や処分費用

低減に貢献できるものと考える。今後は，連続運転による

処理システムとしての総合評価と，固化体への充てん限界

やバリア性能などの処分に関する評価を行い，放射性廃棄

物環境の保全に貢献できるよう取り組んでいく予定である。

レーザ切断技術の開発

４.１ 装置開発の経緯

切断用レーザとして，従来，CO2レーザが主流であった

が，光ファイバによるフレキシブルなレーザ伝送が可能な

YAGレーザ適用のニーズが高まってきた。

富士電機においても，数年前から，平均出力が 1 kW級

のパルス YAGレーザを開発し，切断への適用を図ってき

た。パルス発振レーザは連続発振レーザに比較して，同一

平均出力でも，より厚板の切断に有利である。その理由は

ピークパワーの違いにある。富士電機の 1 kW級のパルス

YAGレーザでは，ピークパワー 20 kWを容易に取り出す

ことができる。これらの特徴に着目して，特に，厚板切断

に有利な高ピークパワーが得られるパルス YAGレーザ切

断装置の開発を行い，平均出力 3kW級の発振器まで開発

を行ってきた。このレーザでは，ピークパワー 50 kWを

光ファイバ伝送できる。3 kW級レーザについて，以下に

述べる。

４.２ 切断装置の概要

開発した 3 kW級 YAGレーザ発振器の外観を図 に，

レーザ切断試験装置の基本構成を図 に，主要仕様を表４

に示す。

１２

１１

（5）
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50mm

2mm
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2mm

未使用樹脂減容残査 
残査充てん率：30wt％ 
水/セメント混合比：50％ 
固化体比重：1.7 
一軸圧縮強度：44MPa

模擬樹脂減容残査 
残査充てん率：30wt％ 
水/セメント混合比：50％ 
固化体比重：1.8 
一軸圧縮強度：68MPa

図１０　セメント固化サンプルの断面
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図１２　レーザ切断試験装置の基本構成

図１１　YAGレーザ発振器の外観

表４　3kW級YAGレーザ発振器の仕様 

型　式 パルス式YAGレーザ 

3kW（レーザ平均出力） 

50kW（ピーク出力） 

3％ 

0.2～20.0ms 

0.1～500Hz 

最大150kVA 

ステンレス鋼，炭素鋼 

最大50mm（ステンレス鋼） 

最大1,000mm/min（板厚20mm） 

酸素，窒素 

SI型光ファイバ 

レーザ出力 

効　　　　率 

パ ル ス 幅 

繰返し周波数 

電源装置容量 

被 切 断 物 

切断板厚能力 

切 断 速 度 

アシストガス 

光ファイバ 

光ファイバ
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パルス発振方式の特徴を考慮して，耐熱衝撃が大きくと

れ，冷却効率が高く，結晶内の蓄熱による光学特性の低下

への影響が小さいスラブ型（板状）YAGを採用している。

スラブ型YAGを 2 個使用し，それを内蔵したポンピン

グキャビティ 2 個を直列に光学的接続をしており，それぞ

れに電源および冷却器が接続されている。レーザ発振器の

装置サイズは，幅 300mm，長さ 2,000mm，高さ 400mm

である。図 において，正面左側から手前に出ているケー

ブルが光ファイバを示す。

YAGレーザ発振器から放出されたレーザビームは，コ

ア径 1.0mm，長さ 30mの高耐レーザピークパワー強度の

ステップインデックス（SI）型光ファイバで伝送され，加

工用トーチを経て切断試料に至る。本装置を用いれば，放

射性廃棄物の切断・減容を行う場合，加工用トーチ，およ

び被加工物の移動テーブル，あるいはロボットのみを管理

区域内に設置することになる。

レーザ光を伝送する光ファイバ先端に取り付けられた切

断用の加工用トーチ内には，レンズが組み込まれている。

集光用レンズの焦点距離には標準的に 110mmを用いてお

り，トーチ側面からはアシストガスを供給し，レーザとと

もに同軸でトーチ先端から噴出する。アシストガスは，主

としてレーザにより加熱されて溶けた溶融物を吹き飛ばす

役割を果たす。

４.３ 切断性能試験

平均レーザ出力 3kW級機の切断性能を見極めるために，

切断試験を行った。加工点でのレーザの平均出力はおよそ

2.2 kW，ピークパワーは 24 kWであった。ステンレス鋼

の厚さ 50mmまでの切断試験を行い，さらに非金属であ

る耐火れんがの切断を試みた。

４.３.１ ステンレス鋼

切断特性

ステンレス鋼に対する切断特性を図 に示す。図中の凡

例はレーザ出力と光ファイバのコア径とを示す。アシスト

ガスとして，酸素を使用したときの結果であり，比較のた

めに低平均レーザ出力の場合の結果を併記している。パル

スレーザのために，各プロットにおけるレーザ条件，つま

りパルス幅やピークパワーなどは異なっており，最適化を

図った結果である。レーザ出力の増加に伴い，同一板厚で

は，最高切断速度がほぼ比例して速くなっていることが分

かる。板厚 40mmの最高切断速度は 350mm/minに，板

厚 50mmの最高切断速度は 90mm/minに達している。

板厚 50mmの速度 90mm/minでの切断結果の写真を

図 に示す。同図 は切断開始側から眺めた側面の状況

であり，同 は裏面を示す。厚板のレーザ照射裏面側では，

アシストガスである酸素とステンレス鋼に含まれる鉄との

酸化発熱反応により，切断幅が広がっている。切断速度を

遅くするなど，切断条件を変えても裏面の状況に変化が認

められなかった。しかし板厚 40mmでは，図 に示すよ

うにレーザ条件の適正化により切断幅を一様にすることが

できた。

焦点距離依存性

トーチ内の集光レンズの焦点距離による切断性能の違い

を調べた。焦点距離を 150mmとして行った切断では，板

厚 50mmを 120mm/minの速度でも切断できることを確

認している。この集光レンズの焦点距離依存性の切断でき

る最高速度をプロットして図 に示す。図に示した 3 種の

焦点距離のうちでは，150mmが最適である。

以上のように，焦点距離依存性を明らかにすることに

よって，切断パラメータとしての集光レンズの焦点距離は

重要な役割を果たすことが分かった。

４.３.２ 耐火れんが

大きさ 250mm× 100mm× 50mmの耐火れんがの切

断試験を行った。

まず，厚さ 50mmの切断試験を行い，切断操作を 2 ～

3 回の繰返し走査とすることにより 50mm厚の耐火れん
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図１３　ステンレス鋼の切断特性

（a）側　面 （b）裏　面 

図１５　ステンレス鋼板厚40mmの最高速度の切断結果

（a）側　面 （b）裏　面 

図１４　ステンレス鋼板厚50mmの最高速度の切断結果
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がを切断できた。図 は繰返し走査回数が 2 回の切断結果

の表面と切断面との状況を示す。写真からレーザで切断で

きているのは 20mm程度で下部は熱的衝撃により，破

壊・分断されていると考えられる。

さらに，耐火れんがを立てることによって 100mm厚に

対する切断も行った。4 回の繰返し走査によって分割する

ことができ，その結果を図 に示す。レーザでは，30mm

程度切断できて，残りは熱的破壊をしている。切断線は直

線的ではないが，分断できることが分かった。

耐火れんがにおいては，酸化反応がないので繰返し走査

による切断が可能となる。ステンレス鋼では，繰り返し切

断を行うと切断部に供給された酸素が過多になり，酸化反

応が急速に進行して，部分的に多く溶融され，切断の形態

をなさなくなる。しかし，耐火れんがでは，繰り返しレー

ザエネルギーを注入することによっても，急速な反応は起

きず，最終的に温度こう配が生じ，熱的に割断できること

が分かった。

４.４ まとめ

3 kW級のパルス型 YAGレーザ出力を光ファイバ伝送

し，厚板の切断ができることを示した。ステンレス鋼では，

板厚 50mmまでの切断を確認した。また，本稿では割愛

したが，軟鋼については，厚さ 100mmを切断できること

を確認している。

さらに，非金属の耐火れんがについても，繰返し走査に

より切断できることが分かった。なお，本耐火れんがの切

断については，核燃料サイクル開発機構からの委託業務で

得られた成果である。

あとがき

富士電機の原子力分野における廃棄物処理技術と現在，

注力している ICプラズマ廃樹脂減容処理装置，パルス

YAGレーザ切断装置の開発状況について述べた。原子力

プラントでは，使用済廃樹脂や固体廃棄物の減容処理は，

重要な課題であり，新技術の開発で社会への貢献を果たし

ていく所存である。

最後に，これらの技術開発に際し，共同研究などで，ご

指導・ご助言をいただいた核燃料サイクル開発機構の関係

各位に対して，厚く謝意を表する次第である。
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図１６　集光レンズの焦点距離依存性

（a）切断側面 

レーザ照射方向 

（b）切断面 

図１８　耐火れんが厚さ100mmの切断結果

（a）切断表面 （b）切断面 

図１７　耐火れんが厚さ50mmの切断結果
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