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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎａ型ベントナイトを主体とした止水性充填材であって、前記ベントナイトにポゾラン
物質であるＪＩＳ規格のＩ種もしくはＩＩ種のフライアッシュを内割で５重量％以上１５
重量％以下混和してなることを特徴とする止水性充填材。
【請求項２】
　Ｎａ型ベントナイトを主体とした止水性充填材であって、前記ベントナイトにポゾラン
物質であるシリカフュームを内割で１重量％以上３重量％以下混和してなることを特徴と
する止水性充填材。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の止水性充填材を用いた充填材であって、放射性廃棄物処分施設
の人工多重バリアにおける低透水層に用いられることを特徴とする人工多重バリア用充填
材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベントナイトを主体とした非セメント系の止水性充填材、及び放射性廃棄物
処分施設の人工多重バリアに用いる該止水性充填材による人工多重バリア用充填材に関す
る。
【背景技術】



(2) JP 5933930 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

【０００２】
　ベントナイトは吸水性能に優れた材料であるとともに膨潤して通水可能な間隙を減少さ
せ透水性を低減させる作用効果を有する。また、天然の粘土鉱物であり長期的に性能を維
持することができる安定的な材料である。したがって、従来から掘削工事での安定液、地
盤注入材、セメントスラリー添加剤など様々な分野で用いられてきている。
【０００３】
　近年では、産業廃棄物や放射性廃棄物の処分が問題となる中で、これらの最終処分施設
で遮水材や充填材の材料として用いることが検討されてきている。例えば、特許文献１に
は、石炭灰とベントナイトを含有する遮水材が記載されている。また、特許文献２には、
ベントナイト、火山ガラス、フライアッシュからなる放射性廃棄物埋設用充填材が記載さ
れている。
【０００４】
　また、放射性廃棄物を超長期的に埋設処分する放射性廃棄物処分施設における人工多重
バリアへの適用も検討されている。この人工多重バリアでは、膨潤性の高いＮａ型ベント
ナイトを主材とした低透水層あるいは緩衝材が放射性核種の低拡散層や支保工などとして
用いられるセメント系材料に隣設されるが、施設周辺地下水との超長期間に渡る接触によ
るセメント系材料からのカルシウムイオンの溶脱、溶脱したカルシウムイオンを含む地下
水の作用によるＮａ型ベントナイトのＣａ型化や溶解等の変質とそれに伴う膨潤性の低下
が問題となる可能性があるため、この問題について精力的に検討が進められている。
【０００５】
　例えば、特許文献３には、ベントナイト系材料層を用いて構成させる遮水層と、水硬性
セメントを結合材としたモルタル層またはコンクリート層のセメント系材料層で構成され
る構造材とが接する境界部にシリカ系材料からなる緩衝層を介在させ、該セメント系材料
層からベントナイト材料層へのＣａイオンの浸入を、この緩衝層でカルシウムシリケート
を生成させることによって阻止する処分場構造物が記載されている。また、特許文献４に
は、Ｎａ型ベントナイトに炭酸水素ナトリウム又は炭酸ナトリウムを添加した低透水層の
構成材料が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２９５６号公報
【特許文献２】特許第４０９６３２８号公報
【特許文献３】特許第３９８４０８８号公報
【特許文献４】国際公開２００９／１５３９５７号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の通り、ベントナイトを使用した遮水材や充填材は幾つか知られているが、Ｎａ型
ベントナイトを主体としたものではなく該ベントナイトのカルシウムイオンによる変質を
考慮したものではないため、人工多重バリアへの適用は難しい。特許文献３の方法では、
処分場構造物の寸法を少し大きくしなければならず、また、シリカ系材料を大量に用いて
シリカ系材料層を新たに設けることになるので施工の手間やコストが問題となる。特許文
献４の方法では、Ｎａ型ベントナイトのＣａ型化や品質低下の抑制には十分期待できるも
のの、Ｃａイオンによるベントナイトの膨潤性の低下が抑制できるわけではなく、またベ
ントナイトの力学的安定性の向上の面では必ずしも十分期待できるとは言えない。
【０００８】
　本願発明は、上述のような課題の解決を図ったものであり、カルシウムイオンを含む水
に接触しても膨潤性が低下し難く力学的安定性の向上も図れる止水性充填材と該止水性充
填材を人工多重バリアの低透水層の充填材とした人工多重バリア用充填材を提供すること
を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願の請求項１に係る止水性充填材は、Ｎａ型ベントナイトを主体とした止水性充填材
であって、前記ベントナイトにポゾラン物質であるＪＩＳ規格のＩ種もしくはＩＩ種のフ
ライアッシュを内割で５重量％以上１５重量％以下混和してなることを特徴とするもので
ある。
【００１０】
　Ｎａ型ベントナイトは高い膨潤力を有するので止水するのに好適である。ポゾラン物質
はポゾラン活性を有し、カルシウムイオンと反応してカルシウムシリケートを生成するの
で、Ｎａ型ベントナイトのＣａ型による変質を抑制する。
【００１１】
　ポゾラン物質の添加量は、上記ベントナイトに対し内割りで３０重量％以下が好ましい
。ポゾラン物質が未混和では、Ｎａ型ベントナイトのＣａ型による変質を十分抑制できず
、カルシウムイオンの存在によって止水性充填材の膨潤性が低下する。
【００１２】
　また、３０重量％を超えると止水性充填材中のＮａ型ベントナイトの量が不足するので
十分な止水性能は得られなくなる。下限値は特に限定されず、１重量％でも抑制効果があ
ることを確認している。
　十分な止水性能を確保しつつ、膨張の絶対量を確保する観点から、ポゾラン物質として
ＪＩＳ規格のＩ種もしくはＩＩ種のフライアッシュを用いる場合については、内割で５重
量％以上１５重量％以下とする。
【００１３】
　本願発明の止水性充填材は非セメント系であるので高い固化強度は有しないが、カルシ
ウムイオンが存在するとそれとのポゾラン反応により少し固化し、充填後の力学的安定性
は少し向上する。
【００１４】
　本願発明の止水性充填材は、地盤注入材、重金属等の有害物を含む廃棄物の処理材、放
射性廃棄物処分施設での充填材等に使用できる。
【００１５】
　本願の請求項２に係る止水性充填材は、Ｎａ型ベントナイトを主体とした止水性充填材
であって、前記ベントナイトにポゾラン物質であるシリカフュームを内割で１重量％以上
３重量％以下混和してなることを特徴とするものである。
【００１６】
　ポゾラン物質にはフライアッシュ、シリカフューム、珪藻土、籾殻灰、活性白土、高炉
スラグ、高炉フュームなど様々なものがあるが、ポゾラン反応性が高いものが好ましい。
但し、高炉スラグのように高い潜在水硬性を有するものは固化が強くなりすぎてＮａ型ベ
ントナイトの膨潤を抑えてしまうので好ましくない。中でも産業副産物であるフライアッ
シュとシリカフュームは、その高いポゾラン活性と僅かな固化力、安定した品質と供給、
産業副産物の再利用による環境負荷低減等の観点から好ましい。
【００１７】
　本願の請求項３に係る人工多重バリア用充填材は、「請求項１又は２に記載の止水性充
填材を用いた充填材であって、放射性廃棄物処分施設の人工多重バリアにおける低透水層
に用いられることを特徴とする人工多重バリア用充填材」である。
【００１８】
　上記の通り、本願発明の止水性充填材は様々な分野に利用できるが、中でも放射性廃棄
物処分施設における人工多重バリアの低透水層には好適である。ここでは、本願発明の止
水性充填材を人工多重バリアの専用充填材として限定するものである。本願発明の人工多
重バリア用充填材を用いることにより隣設するセメント系材料からのカルシウムイオンの
作用により膨潤力が低下することの無い低透水層が得られる。
【発明の効果】
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【００１９】
　本願発明の止水性充填材は、カルシウムイオンを含む水に接触しても膨潤性が低下し難
いので、コンクリート等のセメント系材料からなる層や構造材に隣設される低透水層（遮
水層）の充填材、カルシウムイオンを含む地下水の作用を受け易い箇所での止水性地盤注
入材等として好適に用いることができる。
【００２０】
　また、本願発明の人工多重バリア用充填材を用いれば、人工多重バリアの構築における
ベントナイトの性能低下問題を簡便に解決でき、優れた低透水層が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】膨潤変形試験機の概要図である。
【図２】飽和水酸化カルシウム溶液下でのＦＡ、ＳＦ混和率と膨潤率との関係を示す図で
ある。
【図３】飽和水酸化カルシウム溶液下でのＦＡ混和率と膨潤率との関係を示す図である。
【図４】低レベル放射性廃棄物用の人工多重バリアの一般的構造の概略図である。
【図５】高レベル放射性廃棄物用の人工多重バリアの一般的構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本願発明について、より詳細に説明する。
【００２３】
Ａ．止水性充填材
　本願発明の止水性充填材は、Ｎａ型ベントナイトを主体とした非セメント系の充填材で
あってポゾラン物質を含み、カルシウムイオンの作用によるＣａ型化、変質による膨潤力
の低下を起し難いものである。そして、Ｎａ型ベントナイトが膨潤して通水可能な間隙を
減少させることによって止水性を発揮する。また、カルシウムイオンが存在するとそれと
ポゾラン物質とのポゾラン反応やポゾラン物質中に存在するアルミニウム分との反応によ
り僅かに固化する。
【００２４】
　ベントナイトは海底・湖底に堆積した火山灰や溶岩が変質することによって出来上がっ
た粘土鉱物の一種で、モンモリロナイトを主成分とし石英、雲母、長石、ゼオライト等を
含む。Ｎａ型とＣａ型の２種類があり、それぞれ有する特性が異なる。Ｎａ型はＣａ型に
比べ膨潤性に優れているので、本願発明ではＮａ型を用いる。但し、陽イオン交換性があ
るため、カルシウムイオンの作用により容易にＣａ型に変化し膨潤性が低下するので、膨
潤性を維持するためにはカルシウムイオンの作用を封じ込める必要がある。
【００２５】
　本願発明では、このカルシウムイオンの作用を封じ込めるためにポゾラン物質を用いる
。ポゾラン物質がカルシウムイオンに優先して作用してポゾラン反応を起こすのでＮａ型
ベントナイトのＣａ型化を抑制できる。ポゾラン反応とは、可溶性シリカが水酸化カルシ
ウム（カルシウムイオン）と反応して不溶性かつ硬化性のカルシウムシリケートを生成す
る反応をいい、この反応を起こし易い物質がポゾラン物質である。
【００２６】
　ポゾラン物質には、前述の通り様々なものがあるが、本願発明では、膨潤性の低下抑制
と力学的安定性の観点から、高いポゾラン活性とベントナイトの膨潤性を阻害しない程度
の僅かな固化力を有するものが好ましい。例えば、フライアッシュ、シリカフューム、メ
タカオリン、アロフェン、活性白土、珪藻土、籾殻灰、ゼオライト等である。中でも、フ
ライアッシュとシリカフュームは産業副産物の再利用による環境負荷低減といった観点か
ら好ましい。
【００２７】
　フライアッシュは石炭火力発電所から発生する石炭灰の一種であり、微粉炭ボイラの燃
焼排ガス中に浮遊する微細な石炭灰を電気集塵機で捕集したものである。ポゾラン活性を
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有し、コンクリート中に混和することによりワーカビリティの改善、水密性の向上等に寄
与するので従来からコンクリートの混和材として用いられている。フライアッシュの品質
はＪＩＳ　Ａ６２０１に規定されており、品質の順にＩ＞II＞III＞IVとあり、本発明で
は特に限定されないが、II以上の規格を満足するものが好ましい。また、粉末度も限定さ
れないが、ブレーン値で３５００ｃｍ２／ｇ以上が好ましい。
【００２８】
　シリカフュームはアーク式電気炉などにより金属シリコンやフェロシリコンを精錬する
際の排ガス中に含まれる産業副産物で、その成分は８０％以上が非晶質のＳｉＯ２であり
、少量成分としてＡｌ２Ｏ３、Ｆｅ２Ｏ３、ＣａＯ、ＴｉＯ２などを含むものである。平
均粒径が約０．１μｍの球状粒子で、高いポゾラン活性を有している。本願発明では、そ
の種類は特に限定されない。
【００２９】
　本願発明の止水性充填材において、Ｎａ型ベントナイトとポゾラン物質との割合は、ポ
ゾラン物質を内割りで３０重量％以内の範囲で混和するのが好ましい。膨張の絶対量を確
保する観点から、より好ましくは２０重量％以下でありポゾラン物質の種類によって範囲
は異なる。
【００３０】
　例えば、ポゾラン物質がフライアッシュの場合は１０～２０重量％が好ましく、シリカ
フュームのように高いポゾラン活性を持つものの場合は、より少量の混合で効果が得られ
る。例えば、シリカフュームの場合では３重量％以下でも効果が得られる。
【００３１】
　ポゾラン物質が未混和では、Ｎａ型ベントナイトのＣａ型による変質を十分抑制できず
、カルシウムイオンの存在によって止水性充填材の膨潤性が低下する虞がある。また、３
０重量％を超えると止水性充填材中のＮａ型ベントナイトの量が不足するので十分な止水
性能は得られなくなる。
【００３２】
　本願発明の止水性充填材の製造は、Ｎａ型ベントナイトとポゾラン物質の所定割合量を
従来の混合機で混合することにより簡便に得られる。得られたものは、地盤注入材、重金
属等の有害物を含む廃棄物の処理材、放射性廃棄物処分施設での充填材等に使用できるが
、中でも、セメント系材料の溶脱により発生するカルシウムイオンの影響が懸念されてい
る放射性廃棄物処分施設における人工多重バリア用の充填材として用いることは好ましい
。
【００３３】
　次に、本願発明の止水性充填材について、カルシウムイオン存在下での膨張性能につい
て行った確認実験について示す。
【００３４】
[止水性充填材の膨張性能確認実験]
＜使用材料＞
　・Ｎａ型ベントナイト（記号Ｂｅ）；クニゲルＶ１
　・フライアッシュ（記号ＦＡ）；能代産ＪＩＳII種相当品（ブレーン値３８４０ｃｍ２

／ｇ、密度２．２０ｇ／ｃｍ３）
　・シリカフューム（記号ＳＦ）；エジプト産
　・粉末状Ｃａ（ＯＨ）２（記号ＣＨ）；特級試薬
　・水（記号Ｗ）；蒸留水
【００３５】
＜膨潤性能確認実験＞
１）供試体
　所定配合の材料をオムニミキサで練り混ぜ試料を作製した。含水比の調整は霧吹きを用
いて調整した。供試体は、圧密試験機を用いて試料の上端から４００ｋＰａ程度の圧力を
作用させ、数時間静置させることで静的に締め固めた。供試体寸法は、直径６０ｍｍ、高
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さ５ｍｍの円柱形のものとし、乾燥密度は劣化が評価しやすいように１．３０ｇ／ｃｍ３

、含水比２１．０％とした。供試体の種類、材料の配合を表１に示す。
【００３６】
２）膨潤変形試験
　一定鉛直圧下における供試体の一次元変形量を測定することで、供試体の膨潤特性の評
価を行った。試験はポゾラン反応を促進させるため４０℃環境下で行った。容器を４０℃
環境下に設置した後、室温状態（４０±５℃）の蒸留水又は飽和水酸化カルシウム溶液を
注入した。溶液を注入する直前から、一定鉛直圧（１０ｋＰａ）下における供試体の一次
元変形量ΔＳを変位計により経時的に測定し、最大の一次元変形量を推定した。鉛直圧は
容器のキャップに鉄板を固定することで荷重を加えた。
【００３７】
　図１に使用した試験機の概要を示す。結果は次式に示す膨潤率εＳで整理した。
　　　　　　εＳ＝ΔＳ／Ｈ０×１００
　ここに、εＳ；膨潤率、ΔＳ；供試体の一次元変形量、Ｈ０；初期供試体高さ
【００３８】
３）試験結果
　試験結果を表１と図２、図３に示す。
【００３９】
【表１】

【００４０】
　No.1～No.3とNo.9～No.11は蒸留水を注入したもの、No.4とNo.5～No.8、No.12～No.14
は飽和水酸化カルシウム溶液を注入したものである。No.2～No.3とNo.5～No.8はポゾラン
物質としてフライアッシュを用いたものであり、No.9～No.14はシリカフュームを用いた
ものである。No.1とNo.4はポゾラン物質を含まないものである。
【００４１】
　上表の供試体の記号において、Ｂｅはベントナイトを、ＦＡはフライアッシュを、ＳＦ
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はシリカフュームを、Ｗは蒸留水を、ＣＨは飽和水酸化カルシウム溶液を示す。また、数
値は各ポゾラン物質の混合率（内割り％）を示す。上表の結果を最大膨張率とポゾラン物
質の混合率との関係でグラフ化したものが図２（フライアッシュを用いた場合）と図３（
シリカフュームを用いた場合）である。
【００４２】
　例えば、No.1とNo.4からわかるように、ポゾラン物質を含まない場合は、カルシウムイ
オンの存在によって最大膨張率は９２．７％減少してしまう。これに対し、No.2とNo.7か
らわかるように、フライアッシュを１５重量％含むことによってカルシウムイオンが来て
も最大膨張率の減少は２２．５％まで抑制できる。
【００４３】
　また、No.9とNo.12、No.10とNo.13などからわかるように、シリカフュームを１～３重
量％含むだけでカルシウムイオンが来ても最大膨張率はほとんど減少しない。ポゾラン物
質の混合率を高くすると最大膨張率の絶対値は低くなるが、これはポゾラン物質を内割り
で混合しているのでベントナイトの絶対量が少なくなるからである。この点、シリカフュ
ームは少量の混和で効果が得られ最大膨張率の絶対値を大きく低下させないので好ましい
。
【００４４】
　また、図２、図３からわかるように、カルシウムイオンの存在下ではポゾラン物質が無
混和の場合（No.4）に比べ、フライアッシュの場合は混合率が２０重量％程度以下の範囲
で、シリカフュームの場合は５重量％以下の範囲で最大膨張率は増加する。したがって、
ベントナイトへの混和率を、フライアッシュの場合は０を超え２０重量％以下、シリカフ
ュームの場合は０を超え５重量％以下とするのは好ましい。
【００４５】
　最大膨張率の絶対値とカルシウムイオンの影響による低減量とから、最も好ましい混和
率は、フライアッシュの場合は１０～１５重量％、シリカフュームの場合は０を超え３重
量％であることがわかる。
【００４６】
Ｂ．人工多重バリア用充填材
　上記本願発明の止水性充填材は、セメント系材料から溶脱したカルシウムイオンによる
Ｎａ型ベントナイトの変質が想定される放射性廃棄物処分施設の人工多重バリアに好適な
ので、人工多重バリア専用の充填材とすることができる。
【００４７】
　余裕深度処分における人工多重バリアは、図４に示すように、地下トンネル１０の中に
構築され、コンクリート製ピット３０、低拡散層４０、低透水層５０、バックフィル層６
０からなる構造のものが一般的である。
【００４８】
　コンクリート製ピット３０は放射性廃棄物２０を収納する収納スペースであり、普通コ
ンクリートからなる密閉可能な部屋である。
【００４９】
　セメント系材料からなる低拡散層４０は、コンクリート製ピット３０に接する形でその
外周域に設けられる。セメント系材料（コンクリート、モルタル、その他のセメント硬化
体を形成し得る材料）を用いるのは、土圧に対して構造的な安定が確保できるからである
。低拡散とは、放射性核種の拡散が１．０×１０－１２ｍ２／ｓ以下になるものを言う。
【００５０】
　低透水層５０は、上記低拡散層４０に接する形でその外周域に設けられる。材料は地下
水と放射性物質の移動を主としてベントナイトの膨潤力により抑制するためＮａ型ベント
ナイトを主体とした非セメント系の充填材である。低透水とは、透水率が１．０×１０－

１２ｍ／ｓ以下になるものを言う。
【００５１】
　バックフィル層６０は、低透水層５０に接する形でその外周域に設けられる。構成材料
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は掘削土砂を主体とした埋め戻し材である。該埋め戻し材にセメント等の固化材を含ませ
ておくことは、耐久性向上の上で好ましい。
【００５２】
　人工多重バリアは、概して、上記のようにセメント系材料からなる低拡散層４０とＮａ
型ベントナイトを主体とした低透水層５０とが隣接する形で設けられるので、超長期間の
間に地下水等の作用により低拡散層４０のセメント系材料からカルシウムイオンが溶脱し
拡散して低透水層５０のＮａ型ベントナイトのＣａ化による変質（膨潤力の低下等）を起
す虞があるが、本願発明の人工多重バリア用充填材を用いて低透水層５０を構築すれば、
力学的安定性を確保しつつ膨潤力の低下を防げるので、ベントナイトによる膨潤力とポゾ
ラン反応による組織の緻密化との相乗効果で止水性の高い低透水層５０が得られる。
【００５３】
　高レベル放射性廃棄物の場合は、図５に示すように、岩盤４００の中にガラス固化体１
００、オーバーパック２００、緩衝材３００からなる構造となり、地下の３００ｍ以上の
深さに埋設される。
【００５４】
　ガラス固化体１００は、直径約４０ｃｍ、高さ約１．３ｍであり、放射性物質をガラス
と一体化した状態で閉じ込めることにより放射性物質が地下水に溶けにくくなるようにす
る。
【００５５】
　オーバーパック２００は、厚さ２０ｃｍの炭素鋼の容器であり、ガラス固化体１００の
放射能がある程度減衰するまでの期間ガラス固化体１００と地下水の接触を防ぐ。
【００５６】
　緩衝材３００は、厚さ７０ｃｍ程度の粘土で締め固めたものであり、地下水および放射
性物質の移動を抑制する。粘土は膨潤性能があり水の浸透が少ないベントナイト系材料が
好適に用いられる。
【００５７】
　岩盤４００の保持のためには、吹付けコンクリートなどのセメント系材料が用いられる
。したがって、セメント系材料から溶脱したカルシウムイオンにより前記ベントナイト系
材料の膨潤性能の低下が問題となる。この場合、本発明の人工多重バリア用充填材を用い
て緩衝材３００を構築すればベントナイト系材料の膨潤性能の低下を抑制できるので、緩
衝材３００によるバリア効果の著しい低下を防げる。
【符号の説明】
【００５８】
　１…膨潤変形試験機、２…供試体、３…溶液（蒸留水又は飽和水酸化カルシウム溶液）
、４…変位計、５…鉄板（鉛直荷重）、６…固定用ネジ、
１０…トンネル、２０…放射性廃棄物、３０…コンクリート製ピット、４０…低拡散層、
５０…低透水層、６０…バックフィル層、
１００…ガラス固化体、２００…オーバーパック、３００…緩衝材、４００…岩盤
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