
概要 / 目的:

廃棄物処理プラントHanfordサイトの概要

米国エネルギー省（DOE）では現在、約9,000万ガロンの放射性廃棄物をHanford
とSavannah Riverサイトにある約230の地下タンクに貯蔵しています。Hanfordの放
射性廃棄物の内訳は、約2,000万ガロンが液体（上澄）、約1,000万ガロンが不溶

性のスラッジ（沈殿物）、残りはソルトケーキと呼ばれる部分的に水溶性の固体で
す。これら放射性廃棄物のガラス固化は、廃棄物処理等の主要プラントである
Hanford Waste Treatment and Immobilization Plant（WTP）にて実施される予定で

す。今回のウェビナーではその一連の処理の流れ（貯蔵、取り出し、前処理、固
化、廃棄）に関してご紹介します。ここではガラス固化について、1）扱いにくい廃
棄物の構成成分及びそれによるガラス形成と運転への影響、2）重要なプロセス
及び製品の性能と特性（なぜ、どのようにそれらを計測するか）、3）工程管理方
策、並びにガラス化モデル及びアルゴリズムの活用、4）許容可能なガラス組成
域と運転柔軟性との関係、5）ガラス形成の大きな進歩及び一連の流れと運転に
対するその影響、及び 6）運転の教訓、に焦点を当てて説明します。

講演者紹介:

 Join us on February 25, 2021 
for the next                   webinar 

Overview of Waste Treatment Plant, Hanford Site 

Currently, the U.S. Department of Energy (DOE) stores ~90 million gallons of radioactive and 
hazardous waste in ~230 underground tanks at Hanford and Savannah River. At Hanford, 
approximately 20 million gallons of that waste is in a liquid form (supernatant), approximately 10 
million gallons is in the form of insoluble sludge materials, and the remainder is in a partially soluble 
solid form referred to as saltcake. Treatment and immobilization of the tank waste into a glass 
waste form is planned with the Hanford Waste Treatment and Immobilization Plant (WTP) being 
the principal plant where this will be accomplished. This webinar focuses on the integrated 
flowsheet that encompasses storage, retrieval, pretreatment, immobilization, and disposal.  The 
major emphasis or focal point will be the vitrification with respect to: 1) Troublesome waste 
components and their impact on glass formulation/operations; 2) Critical process and product 
performance properties (why and how they are measured); 3) Process control strategies and 
use/impact of glass models/algorithms; 4) Relationship between acceptable glass compositional 
regions and operational flexibility; 5) Significant advancements in glass formulation and the impact 
on the flowsheet/operations; 6) Operational lessons learned. 

Free webcast 
February 25, 2021 at 8:30 am (EDT) (UTC -5)  

 

Register NOW at:  
https://attendee.gotowebinar.com/regist
er/5957158808094990094   

Who should attend: policy makers, 
managers, regulators, students, general 
public 

Meet the Presenter...   

Dr. David Peeler received his Ph.D. in Ceramic Engineering from Clemson 
University.  Over the past 25 years, Dr. Peeler has focused on glass 
formulation development and developing alternative processing 
strategies to improve operational flexibility and waste throughput for 
the Defense Waste Processing Facility in Aiken, South Carolina and for 
the Waste Treatment Plant in Hanford, Washington.  He currently 
serves as the EM Deputy Sector Manager at Pacific Northwest National 
Laboratory (PNNL) in which over $45M of R&D is annually performed 
focused on waste processing and environmental remediation.  Dr. 
Peeler serves on the External Advisory Board for Clemson University’s 
Material Science and Engineering Department and is an Adjunct 
Professor at Clemson.  He is a Fellow of the American Ceramic Society 
and has over 85 external peer reviewed publications, over 300 internal 
technical reports, and has issued three patent disclosures with one 
international patent awarded. 

 

The Generation IV International Forum invites you to attend web-based lectures on the next generation of nuclear 
energy systems and other cross-cutting subjects. Join internationally recognized subject matter experts and leading 
scientists in the nuclear energy arena for these short presentations. 

Upcoming Webinars 

25 March 2021 Introducing new Plant Systems Design (PSD) Code, Dr. Nawal Prinja, Jacobs, 
United Kingdom 

22 April 2021 Experience of HTTR licensing for Japan's New Nuclear Regulation, Mr. Etsuo 
Ishitsuka, JAEA Japan 

19 May 2021 Advanced Manufacturing for Gen IV Reactors, Dr. Isabella Van Rooyen, INL, 
USA 

For more information, please contact: Patricia Paviet at patricia.paviet@pnnl.gov or visit the GIF website at 
www.gen-4.org 

 

デビッドピラー博士はクレムソン大学でセラミック工学の学位
を取得した。ピラー博士は25年以上にわたって、ガラス調合技

術の開発を行うとともに、南カリフォルニア州のアイケンにある
国防関係の廃棄物処理施設とワシントン州のハンフォードに
ある廃棄物処理施設の処理能力向上と運転柔軟性改善のた
めの代替プロセスの開発を行っている。
彼は現在Pacific Northwest National Laboratory （PNNL）におい
て技術管理部門マネージャー代理の役職に就いており、PNNL
では年間の4,500万ドル以上のR&D予算が、廃棄物処理と環

境修復に使用されている。ピラー博士はクレムソン大学物質科学工学科の外部
諮問委員会員であり、非常勤教授でもある。彼は米国セラミックス学会員であり、
85以上の外部査読付き論文と300以上に内部技術報告書を執筆している。また、
彼は3件の特許と1件の国際特許を取得している。

https://gif.jaea.go.jp/webinar/index.html#webinar050


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。




