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廃棄物処理プラントHanfordサイトの概要
背景と目的
• DOEの施設には約9,000万ガロンの放射性液体廃棄物が貯蔵さ
れている。
• 古い廃棄物は環境にとっての大きなリスクである。
• 革新的な解決方法を開発し、成熟させ、実用化するためには基
礎研究と応用研究が必要である。
• 回収し、前処理し、固化し、処分するのが役割である。

ハンフォード施設のフローシート
• DOE施設の中で技術的に最も複雑な作業が行われている施設の一
つである（回収、前処理、固化）

廃棄物処理プラントHanfordサイトの概要（続き）
ユニットの運転の統合

• 廃棄物処理量と運転の柔軟性を増加させるための主たるファク
ターはユニットの運転統合である。

前処理

• ホウケイ酸ガラス中の溶解度が制限される厄介な成分
• 解決策 としてはバランスの取れたア
プローチがある。
• 前処理
• 腐食溶解(Al)
• 酸化浸出 (Cr)
• 高レベル廃棄物のためス
ラッジ量の削減
• 改良されたガラス
• 厄介な成分の溶解限度の増加
• Al2O3: 16 wt% -> 25 wt%
• Cr2O3: 0.5 wt% -> 1.5 wt%

廃棄物処理プラントHanfordサイトの概要（続き）
ガラス固化
• ガラス調合作業は、処理と製品の性能に関連する制約の
バランスをとる必要がある。そのため、 組成と物性を関
連付けたプロセス制御モデルが必要

アルゴリズム
•

•
•

リアルタイム調合の必要性
• 供給される廃棄物の組成はバッ
チごとに変化する。
• 供給される廃棄物の組成が頻繁
に変動する条件下において運転
の柔軟性を確保するには、ガラ
ス調合条件の変更が必要。
処理スケジュールは非常にタイト。
貯槽に余裕がないため、ガラス調合
条件は数分以内に調整する必要があ
る。

