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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１００．０質量部の水と、６．０～２０．０質量部の粘土鉱物粉末と、３０．０～４０
０．０質量部の硫酸バリウム粉末とを少なくとも含み、粘土鉱物と、硫酸バリウムとが、
分離せずに水中に分散した、ゲル状の塑性体の性状を呈し、ＪＩＳ　Ｒ　５２０１「セメ
ントの物理試験方法」によるモルタルのテーブルフロー試験に準拠した、テーブルフロー
値が１００～１９５ｍｍである、変形追従型遮水材。
【請求項２】
　前記硫酸バリウム粉末が、１８５．０質量部以上４００．０質量部未満である請求項１
に記載の変形追従型遮水材。
【請求項３】
　前記粘土鉱物が、スメクタイト、カオリン鉱物、蛇紋石、雲母粘土鉱物、緑泥石、バー
ミキュライト、タルク、セピオライト、混合層鉱物、アロフェンおよびイモゴライトから
なる群から選ばれる１種類または２種類以上の組み合わせである請求項１または請求項２
に記載の変形追従型遮水材。
【請求項４】
　前記水が、海水である請求項１～３のいずれか１項に記載の変形追従型遮水材。
【請求項５】
　２．０１～２．５９ｇ／ｃｃの比重を有する請求項１～４のいずれか１項に記載の変形
追従型遮水材。



(2) JP 6193105 B2 2017.9.6

10

20

30

40

50

【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の変形追従型遮水材の製造方法であって、
　水と粘土鉱物粉末を配合して懸濁液を得る工程と、
　前記懸濁液と硫酸バリウム粉末を配合して、流動性組成物を得る工程と
を少なくとも含む、変形追従型遮水材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地盤が有害物質により汚染されている場合に、汚染物質が地下水と共に周辺
の地盤を汚染することを防止するために設置する連続地中遮水壁構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、工場やごみ焼却施設、あるいは既設廃棄物処分場等において、地盤が有害物質に
より汚染されている場合、汚染物質が地下水に侵入し周辺の地盤を汚染することを防止す
るために、汚染した地盤の周囲を矢板による止水壁や連続地中壁等によって囲み遮水する
方法が採られている。
【０００３】
　遮水方法としては、具体的には、鋼矢板工法、現位置固化壁工法、連続地中壁工法等が
ある。
【０００４】
　鋼矢板による遮水壁を構築する方法は、Ｕ型等の鋼矢板を互いに連結して地中の不透水
層まで打ち込み、各鋼矢板間の連結継手内に水膨張性の止水材を予め充填しておき、水の
流通を遮断できる構造することで連続遮水壁を形成するものである。
【０００５】
　現位置固化壁による方法は、ＴＲＤ工法等のように地中の不透水層に到る深さまで土砂
攪拌翼を旋回させつつ挿入し、その土壌中に固化材を注入しつつ攪拌することによって、
地中の不透水層に達する現位置固化壁を連続して造成するものである。
【０００６】
　連続地中壁による方法は、地中の不透水層に到る深さの連続地中溝を溝堀用のグラブバ
ケット等によって掘削し、その連続地中溝内に鉄筋およびコンクリートを打設してコンク
リート製の地中壁を連続して構築するものである。
【０００７】
　また、特許文献１には、地下の不透水層に達する深さに形成した連続地中溝内に含水比
を調整した粘土懸濁液に粘土鉱物およびゲル化剤を加えてゲル状に改質した変形追従性を
有する遮水材と砂若しくは砕石等の骨材とを混合した充填材を充填する方法が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１８３３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述した３工法による遮水壁は、何らかの原因でこれらの遮水工の一部が破損すると、
汚染物質が再び周囲に流出し、汚染の拡大を招く恐れがある。また、所要の遮水性を長期
的に確保することや、地震時や不動沈下といった地盤の変形に対する安全性をさらに高め
ることが必要とされている。
【００１０】
　特許文献１の方法においても、遮水材の透水係数が１０-6ｃｍ/秒前後と透水性が高く
、汚染された地下水の移動を抑制するには不十分である場合がある。また、遮水材の比重
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が１．１７～１．６６ｇ／ｃｃと低く、地下水の移動速度が大きい場合は、遮水材が薄ま
り流出する問題がある。砂などの骨材の使用量を遮水材１００．０容量部に対して５．０
～５０．０容量部の割合で混合しても、遮水材の比重は１．２３～１．９４ｇ／ｃｃと依
然低く、骨材と遮水材が均一な状態にならないことから遮水材のみが流出して骨材のみが
残るという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　発明者らは上記課題について鋭意検討した結果、水と粘土鉱物粉末を配合した粘土鉱物
の懸濁液にさらに硫酸バリウムを配合することにより、塑性体のゲル状の性状を呈する、
遮水効果を有する変形追従型遮水材を見出した。
【００１２】
　すなわち、本発明の一つの態様によると、１００．０質量部の水と、６．０～２０．０
質量部の粘土鉱物粉末と、３０．０～４００．０質量部の硫酸バリウム粉末とを少なくと
も含む変形追従型遮水材を提供することができる。また、本発明の別の態様では、水と粘
土鉱物粉末を配合して懸濁液を得る工程と、前記懸濁液と硫酸バリウム粉末を配合して、
流動性組成物を得る工程とを少なくとも含む、変形追従型遮水材の製造方法を提供するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の変形追従型遮水材は、硫酸バリウム粉末の沈降やブリージングの発生の可能性
が極めて低減される。つまり、粘土鉱物や硫酸バリウムが分離せずに水中に分散するため
、塑性体のゲル状の性状を呈し、優れた遮水効果を有する。
【００１４】
　更に詳しく述べると、粘土鉱物粉末と硫酸バリウム粉末を水に均一に混合することによ
り、粘土鉱物が適度に水和膨潤して、塑性変形の特性を有したゲル体の遮水材となる。粘
土鉱物は、コロイド範囲の粒子径で硫酸バリウム粒子間に作用して粒子空隙を埋め、透水
係数を１０-１０～１０-１２ｃｍ/秒まで著しく低下させることが可能である。また、硫
酸バリウムは真比重が４．３ｇ／ｃｃと非常に高く、化学的には不活性で非常に安定した
鉱物であることから、塑性流動性を維持したまま遮水材を製造することが可能である。ま
た、連続地中壁孔内に充填した場合には、周辺の地盤と同程度の比重となり、地盤の変形
を押させることができる。更に、地震等の外部応力が加わっても、それに応じた塑性変形
を生じて変形追従することから、遮水効果が失われない。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、変形追従型遮水材に関する。本発明の変形追従型遮水材は、水と粘土鉱物粉
末と硫酸バリウム粉末を少なくとも含む。
【００１６】
　本発明に用いられる水としては、水道水、純水等の精製または蒸留された人工水、およ
び地下水、川水、海水等の天然水が挙げられ、水道水および海水が好ましい。
【００１７】
　粘土鉱物としては、スメクタイト、カオリン鉱物、蛇紋石、雲母粘土鉱物、緑泥石、バ
ーミキュライト、タルク、セピオライト、混合層鉱物、アロフェン、イモゴライト等が挙
げられる。これらの粘土鉱物を１種類、または２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
これらの粘土鉱物の中で、特にスメクタイトが好ましく、スメクタイト粘土鉱物の含有量
が６０.０％以上、膨潤力が２０ｍｌ／２ｇ以上の製品を使用することが好ましい。スメ
クタイトに分類される粘土鉱物の同族には、モンモリロナイト、サポナイト、ヘクトライ
ト等があり、主としてモンモリロナイトからなる粘土をベントナイトと総称する。このベ
ントナイトは、土木、建設および石油、小口径ボーリング分野等の分野に用いられており
、市場に広く出回っているため入手しやすく、また、経済的にも好ましい。例えば、群馬
産、山形産、ワイオミング産の高膨潤性ナトリウムベントナイトが好ましく、特に高膨潤
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性のスメクタイト粘土鉱物が主成分であるワイオミング産のベントナイト製品（製品名：
ＮＢクレイ）を用いることが好適である。粘土鉱物は、粉砕された粉末として用いること
が好ましく、例えば、ローラーミル、振動ミルやボールミル等を用いて粉砕することがで
きる。粘土鉱物粉末の粒径は、例えば、地盤工学会基準の「土の粒度試験方法」（ＪＧＳ
０１３１－２０００)に準拠して測定することができ、この場合、粒子径分布が０．２～
７０．０μｍの範囲に存在し、Ｄ60粒子径が１．０～２．５μｍの範囲にあることが好ま
しい。
【００１８】
　粘土鉱物粉末の配合量は、水１００.０質量部に対して、６．０～２０．０質量部、特
に流動性においては、好ましくは６．０～１８．０質量部の範囲である。６．０質量部よ
り少ないと、変形追従型遮水材において、ブリージングを発生させたり、硫酸バリウムが
沈降してしまう。２０．０質量部より多いと、変形追従型遮水材において、特に高比重領
域で流動性がなくなり、ポンプによる充填や抜き取りが出来なくなる。ブリージングは、
水から粘土鉱物や硫酸バリウムの固形分が分離する現象である。例えば、プレコンパクト
コンクリート工（注入モルタル）のブリージング率および膨張率試験方法（地盤工学会）
に準拠して評価することができ、１％以下が好ましい。
【００１９】
　硫酸バリウムとしては、一般に市販されている化学品の硫酸バリウム粉末を用いること
ができる。しかしながら、遮水材のコストが高くなる。このため、バライト鉱山から採掘
される硫酸バリウム原鉱石を粉砕し、一定の粒度分布の範囲に調整したバライト粉末製品
（製品名：テルバー）である硫酸バリウム粉末を用いることが好適である。変形追従型遮
水材に用いる硫酸バリウムの好ましい規格としては、真比重が４．２以上、湿式篩い分析
での２００メッシュ残留物が３．０％以下であり、純度が９０.０％以上である。
【００２０】
　硫酸バリウムの配合量は、水１００．０質量部に対して、３０．０～４００．０質量部
、好ましくは１８５．０～４００．０質量部の範囲である。硫酸バリウムが３０．０質量
部より少ないと、遮水効果が劣る。４００．０質量部より多いと、遮水材において、良好
な流動性を得られず、遮水材の単位体積当たりの水分量が不足し、遮水材の製造が困難と
なる。硫酸バリウムは、水と配合した際に沈降してしまうと、所望の遮水材の性能が十分
に得られない。このため、上記で説明したとおり、１００．０質量部の水に対して、粘土
鉱物粉末が６．０～２０．０質量部、硫酸バリウム粉末が３０．０～４００．０質量部の
配合比とすることがよい。なお、硫酸バリウムの沈降は、例えば、シリンダーに一定量の
遮水材を量り取り、２４時間静置後に沈降量を測定することで評価することができる。
【００２１】
　変形追従型遮水材の比重は、例えば、硫酸バリウムの配合量によって調整することがで
きる。遮水材の比重としては、２．０１～２．５９ｇ／ｃｃの範囲とすることが、地下水
の移動を抑制し、周辺地盤を安定させ、また、周辺地盤への透水性を低くする等の点で好
適である。
【００２２】
　変形追従型遮水材は、必要に応じて、高分子ポリマーや分散剤等の有機化合物、または
石灰石、石膏、砂利等のコンクリート材やモルタル材等をさらに含んでいてもよい。但し
、有機化合物は、長期間の使用においてはバクテリアなどによって分解し、製造直後の特
性から変化することが懸念されるため、使用期間に注意する必要がある。
【００２３】
　変形追従型遮水材の製造方法としては、水と粘土鉱物粉末を配合して懸濁液を得る工程
と、懸濁液と硫酸バリウム粉末を配合して、流動性組成物を得る工程とを少なくとも含む
。また、さらに、得られた流動性組成物をポンプによって容器へ充填する工程を含んでい
てもよい。
【００２４】
　上記のようにして得られた変形追従型遮水材の流動性は、ポンプ等で移送可能なレベル
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が好ましく、例えば、ＪＩＳ　Ｒ　５２０１「セメントの物理試験方法」によるモルタル
のテーブルフロー試験に準拠して評価することができる。この場合、テーブルフロー値が
１００～１９５が好ましく、１２５～１９５ｍｍがさらに好ましい。
【００２５】
　本発明によれば、遮水材は「変形追従性」である。変形追従性は、液状ないしは塑性状
を呈しており、外力に対し自由に形状を変えることができる状態のことをいい、例えば、
ベーンせん断値あるいはフロー値でその状態を知ることができる。ベーンせん断値が高い
場合若しくはフロー値が低い場合は、遮水材が塑性状態を通り越し、固化状態になった場
合と同様な亀裂が入る。ベーンせん断値が低い場合若しくはフロー値が高い場合は、液状
を呈する。したがって、ベーンせん断値およびフロー値を測定することで変形追従性の大
きさを知ることができる。本発明の遮水材のベーンせん断値は、ＪＧＳ１４１１－２００
３に準拠して測定する場合には、０．３～６．０ｋＮ／ｍ２が好ましい。フロー値は、上
述したとおりＪＩＳ　Ｒ　５２０１「セメントの物理試験方法」によるモルタルのテーブ
ルフロー試験に準拠した場合に、テーブルフロー値が１００～１９５ｍｍが好ましい。
【００２６】
また、変形追従型遮水材は、例えば、容器等に充填して使用する場合、充填した後にゲル
状の塑性体の性状を呈する。塑性体は、半固体と液体の中間の状態を示すものであり、例
えば、ＪＩＳ　Ａ　１２０５「土の液性限界・塑性限界試験方法」に準拠して評価するこ
とができる。
【００２７】
　さらに、変形追従型遮水材は、優れた遮水効果を有する。遮水効果は、例えば透水係数
で評価することができ、ＪＩＳ　Ａ　１２１８「変水位法」に準拠して測定することがで
きる。透水係数は小さいほど、遮水材の遮水効果があり、例えば、１０-８ｃｍ/秒より小
さいことが好ましく、１０-10ｃｍ/秒より小さいことがさらに好ましい。
【００２８】
　本発明の変形追従型遮水材は、変形追従性と低透水性を与えるために、水と粘土鉱物粉
末を配合して懸濁液に硫酸バリウム粉末を配合している。更に詳しく述べると、粘土鉱物
粉末と硫酸バリウム微粉末と水を均一に混合することにより粘土鉱物が適度に水和膨潤し
て、塑性変形の特性を有したゲル体の遮水材となる。粘土鉱物は、コロイド範囲の粒子径
で硫酸バリウム粒子間に作用して粒子空隙を埋め、透水係数を１０-１０～１０-１2ｃｍ/
秒まで著しく低下させることが可能である。また、硫酸バリウムは、真比重が４．３ｇ／
ｃｃと非常に高く、化学的には不活性で非常に安定した鉱物であることから、塑性流動性
を維持したまま遮水材を製造することが可能となる。連続地中壁孔内に充填した場合、周
辺の地盤と同程度の比重となり、地盤の変形を押させることができる。更に、地震等の外
部応力が加わっても、それに応じた塑性変形を生じて変形追従することから遮水効果が失
われることはない。
【００２９】
　以上のことから、本発明によれば、粘土鉱物や硫酸バリウムのブリージングの発生の可
能性が極めて低減された、分離せずに水中に分散した、ゲル状の塑性体の性状を呈する、
優れた遮水効果を有する変形追従型遮水材を提供できる。
【実施例】
【００３０】
　以下に実施例および比較例を挙げて本発明にかかる変形追従型遮水材について更に説明
するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００３１】
　＜実施例１～２３＞
　水として水道水を用い、粘土鉱物粉末としてベントナイト（ＮＢクレイ、ホージュン社
製）を用いて、懸濁液を作製した。得られた懸濁液に硫酸バリウム粉末（テルバー、テル
ナイト社製）を配合して、変形追従型遮水材を作製した。各実施例の変形追従型遮水材の
配合組成比を表１に示す。なお、含水比は、水の重量を固体の重量で除して、物質に含ま
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れる水分の割合を示したものであり、{（水の重量（ｇ））／（固体の重量（ｇ））}×１
００で算出した。また、出来上り容量は、水の比重１．０ｇ／ｃｃ、硫酸バリウム粉末で
あるバライトの真比重４．３ｇ／ｃｃ、粘土鉱物粉末であるベントナイトの真比重２．５
ｇ／ｃｃを用いて算出し、出来上り１ｍ３当りの配合量は、表１の配合組成比に基づいて
算出した。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　得られた変形追従型遮水材は、以下の方法を用いて評価した。流動性評価は、ＪＩＳ　
Ｒ　５２０１「セメントの物理試験方法」によるモルタルのテーブルフロー試験に準拠し
て測定した。テーブルフロー値については、１３０～１９０ｍｍ±５ｍｍの範囲の場合に
、特に流動性良好と判明した。遮水材の比重は、水の比重を１．０ｇ／ｃｃとし、硫酸バ
リウム粉末であるバライトの真比重４．３ｇ／ｃｃ、粘土鉱物粉末であるベントナイトの
真比重２．５ｇ／ｃｃを用いて各々算出した。ブリージングは、プレコンパクトコンクリ
ート工（注入モルタル）のブリージング率および膨張率試験方法（地盤工学会）に準拠し
て測定した。得られたブリージング率が１％以下を良好とした。硫酸バリウムの沈降は、
シリンダーに一定量の遮水材を量り取り、２４時間静置後に沈降量を測定した。得られた
沈降量が零であるものを沈降分離なしとした。遮水性は、透水係数で評価した。透水係数
は、ＪＩＳ　Ａ　１２１８「変水位法」に準拠して測定し、１０-8ｃｍ/秒より小さい場
合に遮水性良好とした。なお、評価結果を表２と表３に示す。
【００３４】
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【表２】

【００３５】
【表３】

【００３６】
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　表２に示すように、ベントナイトの配合量が水道水１００．０質量部に対し、６.０～
２０.０質量部の範囲で、良好な流動性を得るとともに、ブリージングおよび硫酸バリウ
ムの沈降分離も発生しなかった。また、表３に示すように、変形追従型遮水材の透水係数
は、１０-8ｃｍ/秒よりも小さく、また、従来の遮水材の１０-6ｃｍ/秒よりも小さく、透
水性が良好となることがわかった。このことから、変形追従型遮水材は、遮水材として優
れているといえる。
【００３７】
＜比較例１＞
　粘土鉱物を用いない以外は、実施例１と同様にして変形追従型遮水材を作製し評価した
。結果を表２に示す。得られた組成物は、硫酸バリウムが完全に沈降分離して底部に硫酸
バリウムの層が形成され、目的とする遮水材の性質は得られなかった。
【００３８】
　＜比較例２～８＞
　表１に示す組成比を用いた以外は、実施例１と同様にして変形追従型遮水材を作製し評
価した。結果を表２に示す。ベントナイト添加量が、水道水１００.０質量部に対し５．
０質量部より少なくなると、高流動性になるとともに多量のブリージングが発生した。ま
た、硫酸バリウム添加量が４００．０質量部を超えると、流動性が著しく低くなり、均一
に混合することができず、製造することができなかった。
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