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Summary
Radioactive cesium is concentrated into fly ash by burning of municipal solid wastes including radioactive cesium
emitted from Fukushima I Nuclear Power Plant. Washing the fly ash with water dissolves radioactive cesium (Cs)
into the water. We have investigated the process of removing Cs from the contaminated water by Prussian blue nanoparticle (PBN) which selectively adsorbs Cs. In our Cs recovery system, after combustion treatment of PBN including
Cs, the water-soluble Cs salt is obtained by rinsing the burned PBN with water. In this paper, we report the study of
composition analysis of the water-soluble Cs salt from the burned PBN and optimization of procedures and methods
of the combustion apparatus and extract operation of Cs salt. The composition analysis of Cs salt indicated the salt
composed of CsNO3 mainly and a small amount of Na2CO3 and NaNO3. We succeeded to suppress the Cs vaporization
by controlling temperature of the combustion apparatus under 400°C, and to obtain the Cs salt in a high extraction rate
of 95% by washing the burned PBN with water and 0.5N HNO3 aqueous solution.
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和 文 要 約
放射性廃棄物の焼却処理によって飛灰へ濃縮された放射性セシウムは、水洗浄することにより除去可能であり、その際、セシウ
ム（Cs ）を含む放射性汚染水が発生する。筆者らはこの放射性汚染水からプルシアンブルーナノ粒子（ PBN ）を用いてCs を吸着分
離後、PBN を燃焼させ、その燃焼物を水洗させることにより、Cs を含有する水溶性化合物（Cs 含有塩）を抽出し、Cs を濃縮する
研究を行っている。本研究では CsCl 水溶液を用いてCs を吸着させた PBN の燃焼後、水による抽出によって得られたCs 含有塩の
定性及び定量分析を行い、CsNO3 を主成分とする、Na 塩（ Na2CO3、NaNO3 ）を含む化合物であることを明らかとした。また、

PBN 燃焼装置運転条件及び燃焼物からの Cs 含有塩の抽出条件の最適化を行い、燃焼装置内温度を 400°C 以下に制御すること

によりCs の飛散を抑制することに成功し、水 +0 .5 N 硝酸水溶液を用いた抽出により、PBN 燃焼物から約 95 % 以上の Cs を抽出
することに成功した。

