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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベントナイト粉体に水を添加して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収
縮させて高密度の略球状のベントナイト成形体を製造する方法であって、
　ペレットの平均直径をＤ（ｍｍ）で、含水比を実数値で表して、
　乾燥する際の乾燥条件を、初期含水比ｗ０と乾燥途中の含水比ｗ１に至る乾燥時間ｔ（
Ｈｒ）の値からｖ＝（ｗ０－ｗ１）／ｔで算出した値を含水比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）と
した場合に、
　初期含水比ｗ０から乾燥を開始して、乾燥途中の含水比ｗ１が０．１０～０．１５であ
る含水比に至る乾燥工程を有し、この乾燥工程におけるペレットの乾燥速度条件ｖ・Ｄ３

を８０以下とし、
　ペレットの含水比が０．１０～０．１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび
多量の空気を送風することで前記乾燥工程による乾燥を高速化することによりペレットを
乾燥収縮させて高密度の略球状のベントナイト成形体を製造し、
　製造したベントナイト成形体を、含水比０．１０～０．０５まで乾燥した時点で保管し
、その後、このベントナイト成形体を含水比０．０５～０まで再乾燥してから実使用に供
することを特徴とするベントナイト成形体の製造方法。
【請求項２】
　ベントナイト粉体に水を添加して混練し、これを略球状に丸めた粒径が３０ｍｍ以下で
ある湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度の略球状のベントナイト成形体を製造する方法
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であって、
　乾燥する際の乾燥速度を含水比０．２３から含水比０．１０に至るまでの平均的な含水
比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）で表した場合に、
　ペレットの粒径が５ｍｍ以下の場合には含水比低下速度ｖを０．６４（１／Ｈｒ）以下
、
　ペレットの粒径が５ｍｍ超１０ｍｍ以下の場合には含水比低下速度ｖを０．０８（１／
Ｈｒ）以下、
　ペレットの粒径が１０ｍｍ超２０ｍｍ以下の場合には含水比低下速度ｖを０．０１（１
／Ｈｒ）以下、
　ペレットの粒径が２０ｍｍ超３０ｍｍ以下の場合には含水比低下速度ｖを０．００３（
１／Ｈｒ）以下
　となるような乾燥速度条件にする乾燥工程を有し、
　ペレットの含水比が０．１０～０．１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび
多量の空気を送風することで前記乾燥工程による乾燥を高速化することによりペレットを
乾燥収縮させて高密度の略球状のベントナイト成形体を製造し、
　製造したベントナイト成形体を、含水比０．１０～０．０５まで乾燥した時点で保管し
、その後、このベントナイト成形体を含水比０．０５～０まで再乾燥してから実使用に供
することを特徴とするベントナイト成形体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば放射性廃棄物を処分した廃棄物埋設処分施設の処分坑道を埋め戻すた
めの埋め戻し材、もしくは、水没している空間あるいは管路の漏水が認められる領域に水
中充てんして遮水処理するための充てん材などとして用いる略球状のベントナイト成形体
の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
（放射性廃棄物の埋設処分の適用分野）
　周知のように地下深部に高レベル（あるいは低レベル）の放射性廃棄物を埋設処分する
ことが検討されている。この場合、放射性廃棄物はガラスと混ぜて固化され、このガラス
固化体を炭素鋼などからなるオーバーパックで密閉した廃棄体として処分される。また、
廃棄体は、図１１および図１２に示すように、地下深部の比較的安定した地山内に、略環
状に繋がる主要坑道１と、この主要坑道１と繋がるように形成した処分坑道２とからなる
廃棄物埋設処分施設を構築し、この廃棄物埋設処分施設の処分坑道２内に処分される（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような施設において廃棄体を処分した処分坑道２をそのままにしておくと、処分坑
道２の周辺地山の緩みが拡大したり、地下水の卓越した水みちが形成され、廃棄物埋設処
分施設全体としてのバリア性能を低下させるおそれがある。このため、地山と同等以上の
低透水性の材料（埋め戻し材）で処分坑道２を埋め戻すことが必要であり、この埋め戻し
材として膨潤性や放射性物質の吸着性に優れるベントナイトを用いることが検討されてい
る。
【０００４】
　ベントナイトを埋め戻し材として使用した場合には、地山から処分坑道２に浸入した地
下水が接触してベントナイトが膨潤し地山を押圧することによってさらなる地下水の浸入
を防止することができ、且つ膨潤に伴い埋め戻し材の透水係数が低下することで地下水の
浸透を防止することができる。これにより、放射性廃棄物を確実に外部の自然環境から隔
離して処分することが可能になる。
【０００５】
　そして、処分坑道２内に充填する埋め戻し材としては、例えば、ベントナイト原鉱石を
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破砕したベントナイト破砕材、ベントナイトを板状に圧密成形したベントナイトプレート
を破砕したベントナイト破砕材、ベントナイトを例えば円柱状に圧密成形したベントナイ
トペレット、ベントナイトを等方圧加圧処理により球形に圧密成形したベントナイトボー
ルなど、数ｍｍ～数十ｍｍ程度の大きさに形成した各種のベントナイト成形体（ベントナ
イト粒状体）を用いることが検討されている（例えば、特許文献２、特許文献３、特許文
献４参照）。
【０００６】
　ところで、上記のようなベントナイト成形体を用いて優れたバリア性能を発揮させるた
めには、すなわち高密度のベントナイト遮水層を形成するためには、所定の空間にどれだ
けの質量のベントナイトを詰め込めるかが重要であるため、ベントナイト成形体を可及的
に高密度で形成し、かつその高密度のベントナイト成形体を可及的に高充填率で充填（施
工）する必要がある。
【０００７】
　しかし、ベントナイト原鉱石を破砕した単なるベントナイト破砕材を用いる場合には、
ベントナイト原鉱石の密度が高くないため、また、ベントナイト原鉱石を破砕する際にさ
らなる密度低下が生じるおそれがあるため、充填後に締め固めることが必要になってしま
う。また、このようなベントナイト原鉱石を破砕したベントナイト破砕材は、粒子形状が
不規則であり、所定の空間に自由落下で投入しただけでは充填率が上がらないため、この
点からも締め固めることが必要になってしまう。
【０００８】
　また、ベントナイトプレートを破砕したベントナイト破砕材においても、やはりベント
ナイトプレートを破砕することによって密度低下が生じるおそれがある。
【０００９】
　一方、ベントナイトを等方圧加圧処理により球形に圧密成形したベントナイトボールに
おいては、球形に成形されているため、単一粒径のベントナイトボールを所定の空間に自
由落下で投入した場合に、理論的に約７５％の高充填率で充填することが可能である。
【００１０】
　しかしながら、数ｍｍ～数十ｍｍ程度の粒径のベントナイトボールを数百ＭＰａの圧力
で等方圧加圧処理して成形することは、非常に大掛かりな装置が必要になるとともに、製
造工程が複雑になり、製造に多大なコストを要するという問題があった。
【００１１】
　そこで本出願人は上記の問題を解決するため、粉体のベントナイトに水を加えて混ぜ合
わせるとともに、押し出し造粒工程でディスクダイ（押し出し造粒機）を用いて湿潤状態
の円柱状のベントナイト成形体を成形し、押し出し造粒工程で成形したベントナイト成形
体を転動造粒工程で球形に成形し、さらに転動造粒工程で成形した球形のベントナイト成
形体を乾燥収縮によって高密度化させるように乾燥工程で乾燥して、球形のベントナイト
成形体を製造する方法を既に提案している（特許文献５参照）。
【００１２】
　このベントナイト成形体の製造方法によれば、高い圧力を使用したり、複雑な工程を要
することなく、乾燥密度が充分に高い高密度の略球形のベントナイト成形体を効率よく容
易に製造することが可能である。また、このように製造したベントナイト成形体を所定の
空間に自由落下で投入するだけで充分に高密度（理論的に約７５％）の充填率で充填する
ことが可能になる。
【００１３】
　しかも、上記の製造方法では、押出孔の孔径が異なるディスクダイを用いることで粒径
が異なるベントナイト成形体を容易にかつ大量に製造することが可能であるから、上記の
製造方法により粒径が異なる複数種類のベントナイト成形体を製造し、それら複数種類の
ベントナイト成形体を所定比率で混合して充填することにより充填率をさらに高めること
が可能であり、それによりバリア性能に優れたベントナイト遮水層を容易に形成すること
が可能になる。
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【００１４】
　図１３および図１４は上記の製造方法により製造したベントナイト成形体を廃棄物埋設
処分施設において埋め戻し材として用いる場合の具体例を示す。
【００１５】
　図１３は廃棄体（高レベル放射性廃棄物）３を縦形の処分孔４内に処分する場合に、廃
棄体３の周囲に上記のベントナイト成形体５を充填装置６によって充填して処分孔４を埋
め戻すことにより、廃棄体３の周囲に難透水性粘土層としてのベントナイト遮水層を形成
するようにしたものである。
【００１６】
　図１４は水平な処分坑７に廃棄体（あるいは緩衝材一体型廃棄体）３を配置した後、そ
の周囲に上記のベントナイト成形体５を充填して処分坑７全体を埋め戻すことにより、同
様に廃棄体３の周囲に難透水性粘土層（ベントナイト遮水層）を形成するようにしたもの
である。
【００１７】
（放射性廃棄物の埋設処分とは別の適用分野）
　一方、放射性廃棄物の埋設処分とは別の適用分野として、原子力発電所あるいは有害物
質製造施設において、事故発生に伴って汚染水が施設内の水没空間に貯留し、そこから破
損した施設躯体部あるいは破損した配管を通じて施設外に漏出している場合の局部的な遮
水材としても、吸水膨張性を有するベントナイト・ペレットを水中に投入することで遮水
処理することも考えられている。
【００１８】
（ペレットの望ましい密度）
　埋め戻し材もしくは充てん材として供するベントナイト・ペレットはできるだけ高密度
であることが望ましい。なぜならば、ベントナイト・ペレットは充てんした領域を遮水性
材料で満たすことが目的で使用されるものであり、ベントナイト・ペレットが吸水膨張し
たときの遮水性（難透水性）は充てん密度（単位体積中を満たしているベントナイトの乾
燥重量）によって決まるからである。図１７は非特許文献１に記載の透水係数予測式（ｋ
＝１０・ｅｘｐ（－１．３２８ρ－１０．４４７）に基づいてグラフ化した図であり、充
てんされているベントナイトの充てん密度（乾燥密度に換算した値）と透水係数の関係を
示しており、密度が大きいほど透水係数が小さくなることがわかる。同図から例えば、透
水係数を１×１０－１２（ｍ／ｓ）よりも小さくしたい場合には、ベントナイトの充てん
密度を１．２Ｍｇ／ｍ３以上にすることが必要であることがわかる。
【００１９】
　一方、図１８はペレットを充てんした空間の充てん密度を測定した例であり（非特許文
献２より抜粋）、一粒の密度（乾燥密度換算値）が２．０Ｍｇ／ｍ３程度のペレットを使
った例である。一粒の密度が約２．０Ｍｇ／ｍ３の粒径４ｍｍ級と粒径１ｍｍ級のペレッ
トを混合充てんした場合にはベントナイトの充てん密度（乾燥密度換算値）を１．３Ｍｇ
／ｍ３以上にできることがわかる。したがって、一粒の密度（乾燥密度換算値）が１．９
５Ｍｇ／ｍ３以上のペレットを供するならば十分な遮水性に充てんできることになる。そ
こで、一粒の乾燥密度が１．９５Ｍｇ／ｍ３を製造目標としておくことが望ましい。
【００２０】
　以上で説明したように、特許文献５に示される上記の製造方法は、高密度の球状のベン
トナイト成形体を効率よく容易に製造できる点で充分に有効であるが、その乾燥工程にお
いては以下の点で改善すべき余地を残している。
【００２１】
　すなわち、上記製造方法における乾燥工程は、湿潤状態のベントナイト成形体を温風の
強制対流により比較的短時間で乾燥させるか、あるいは温風の自然対流により長時間をか
けてゆっくりと乾燥させることで行うのであるが、いずれも一長一短がある。
【００２２】
　つまり、前者は高速乾燥が可能であるものの乾燥収縮による密度上昇が必ずしも充分で
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はなく、高密度成形の点では後者に比べて不利である。逆に、後者は充分な高密度成形が
可能であるが、乾燥時間が長くかかるので効率の点で不利である。
【００２３】
　特に、後者の場合、浅い容器内に湿潤状態のベントナイト成形体を敷き均して温風を送
ることなくゆっくりと自然乾燥させることになるので、容器を置くスペースとして広大な
温湿度制御室が必要となる。その場合においてスペースの節約を図るために浅い容器を多
段積みにすると、各容器での乾燥状態を均等にするために作業員による一定時間ごとの確
認作業や攪乱作業が必要となるので、乾燥工程の自動化や省力化の点でも不利である。
【００２４】
　しかも、いずれにしても上記製造方法により製造されるベントナイト成形体の表面はざ
らざらとした粗面状態であって必ずしも充分な平滑とはなっておらず、そのため空間に充
填した際にはベントナイト成形体どうしの間で摩擦抵抗が生じて充填密度を高めるうえで
は不利であるので、充填密度をさらに高めるためにベントナイト成形体の表面をより平滑
にしたいという要請もある。
【００２５】
　そこで本出願人は上記の問題を解決するため、特許文献６に記載のベントナイト成形体
の製造方法を既に提供している。特許文献６に記載の発明は、上記事情に鑑みてなされた
もので、上述した製造方法を基本としつつその乾燥工程に改良を加えることにより、表面
が充分に平滑な略球形のベントナイト成形体を容易にかつ効率的に製造し得る有効適切な
製造方法と、その方法において用いる有効適切な乾燥装置、並びにそれにより製造される
有効適切なベントナイト成形体を提供することを目的としている。
【００２６】
　その結果、図１５（特許文献６に記載の図７に相当）に示されているように、湿潤状態
のベントナイト成形体を温風の強制対流により比較的短時間で乾燥させる従来法において
は乾燥速度が約４％／Ｈｒ以上の高速乾燥を行うことから最終的な乾燥密度は約１．８Ｍ
ｇ／ｍ３程度が限界であるが、特許文献６によれば、乾燥速度をが１％／Ｈｒ以下に設定
することで最終的な乾燥密度を約１．９Ｍｇ／ｍ３以上にでき、従来の強制対流法による
場合に比べて充分に高密度なベントナイト成形体を製造できるとしている。
【００２７】
　ここに言う、乾燥密度とは、含水比（百分率）の変化率（％／Ｈｒ）すなわち図１６に
示されるグラフの勾配であり、最初の含水比２５～２８％から乾燥後の１～１０％になる
までの変化量をその所要時間で除した値である。なお、含水比を百分率ではなく実数で表
すならば、乾燥速度が４％／Ｈｒとは０．０４／Ｈｒに相当し、乾燥速度が１％／Ｈｒと
は０．０１／Ｈｒに相当している。
【００２８】
　しかるに、特許文献６の方法では、乾燥密度の推奨値として、図１５に示すように、ペ
レットの粒径が約２０ｍｍの場合についての乾燥データを使って、乾燥速度を１％／Ｈｒ
（０．０１／Ｈｒ）以下に設定することを提案しているが、ペレットの粒径が異なる場合
には乾燥速度条件は同じではないことが懸念されていた。
【００２９】
　例えば、２０ｍｍ級ペレットの乾燥条件として、乾燥速度を１％／Ｈｒ以下の速度で含
水比１０％以下まで乾燥させたい場合には、１日８時間労働の作業では１日で乾燥を終了
することはできない。小粒径のペレットではより速い乾燥速度で高密度のペレットに乾燥
収縮できる可能性が見込まれるため、ペレットの粒径に応じた最適な乾燥速度条件を明ら
かにすることが求められていた。
【００３０】
　また、乾燥させたベントナイト・ペレットを保管中に吸湿してペレットが体積膨張し、
密度が低下することが懸念されているが、どのような保管条件が適しているかは明らかと
なっていなかった。特に、保管中の湿度環境を相対湿度ゼロにすることは現実的ではない
ため、許容できる保管環境の湿度条件を明らかにすることが求められていた。
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【００３１】
　そこで本出願人は上記の問題を解決するため、特願２０１４－８８５１７号に記載のベ
ントナイト成形体の製造方法を既に提供している。これは、ペレットの粒径に応じた乾燥
速度条件にて乾燥収縮を進めるベントナイト成形体の製造方法を提供するものである。こ
のベントナイト成形体の製造方法の実施の形態にはペレットの乾燥に関して以下のような
技術的知見が示されている。
【００３２】
　すなわち、粉体のベントナイトに水を加えて含水比２５％～２３％となるように混ぜ合
わせるとともに、押し出し造粒工程でディスクダイ（押し出し造粒機）を用いて湿潤状態
の円柱状のベントナイト成形体を成形し、さらに円柱状（ひも状）のベントナイト成形体
を転動造粒工程で球形に成形した平均粒径５ｍｍ、９ｍｍ、２７ｍｍの３種類の湿潤ペレ
ットを、室内（温度２０℃～３０℃、湿度６０％～７５％）で無風状態において乾燥させ
て高密度のペレットを試作した。なお、室内無風状態では含水比１０％よりも小さい含水
比に乾燥しにくいため、デシケータ（シリカゲルによる乾燥密閉容器）に静置して乾燥さ
せた。また、デシケータ内で含水比５％以下への乾燥はしにくいので、その後は８０℃の
無風乾燥および１１０℃の無風乾燥を実施した。
【００３３】
　このときに、随時ペレットを取り出して粒径を測定した結果を図２に示す。粒径は１５
個～９４個のペレットを直線上に並べたときの延長から測定し、初期値を１．００とした
ときの比率で示してある。以下、このグラフの勾配を「含水比／粒径収縮勾配」と称する
。
【００３４】
　また、乾燥収縮途中における平均直径とペレットの乾燥重量から計算によってペレット
の密度を推定することができる。表１－１の右側欄に含水比と平均粒径比の関係を、表１
－２の右側欄に含水比と乾燥密度の推定値の関係を示す。なお、表１－１、表１－２にお
いては、測定対象とした湿潤ペレットの平均粒径および直径変化率から換算した乾燥密度
を示している。また、表中の数値は、室内無風乾燥から炉乾燥に伴う直径比率測定値（線
形補間値）から算定した。
【００３５】
【表１－１】

【００３６】
【表１－２】
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【００３７】
　表１－２に示されるように、含水比５％条件では乾燥密度１．９５Ｍｇ／ｍ３以上に、
また、含水比０％条件では乾燥密度２．００Ｍｇ／ｍ３程度に密度上昇させ得ることが確
認できる。
【００３８】
　表１－２の含水比と推定乾燥密度の関係を考慮すると、吸水膨張性を有するベントナイ
ト・ペレットを製造するときは、含水比をできるだけ０％に近づけることが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３９】
【特許文献１】特開２００３－２１５２９７号公報
【特許文献２】特許第４０３６９７５号公報
【特許文献３】特開平６－４１５１３号公報
【特許文献４】特許第３５３９９２８号公報
【特許文献５】特開２００９－２７４９１０号公報
【特許文献６】特開２０１１－２４２２８９号公報
【非特許文献】
【００４０】
【非特許文献１】前田、棚井他、「カルシウム型化及びカルシウム型ベントナイトの基本
特性」、ＰＮＣ　ＴＮ８４１０　９８－０２１、１９９８年
【非特許文献２】戸栗他、「横置き定置方式における緩衝材周辺隙間へのベントナイトペ
レットの充てん方法に関する研究」、土木学会第６３回年次学術講演会要旨集、ＣＳ０５
－１２、ｐｐ．１９１－１９２、２００８年９月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４１】
（含水比０％にする場合の製造効率の課題）
　図１９は、平均粒径０．３ｍｍペレットに対して一定の温度と送風量で乾燥を継続した
場合の含水比の低下状況を例示したものである。この図に示すように、ペレットは含水比
が０％に近づくにつれて、乾燥しにくくなる傾向がある。乾燥のための空気の相対湿度が
０％に近いものでなければ乾燥できなくなるとともに、空気とペレット間隙空気の相対湿
度が近づくとペレットの空隙からの水分子の拡散速度が遅くなるためである。このような
ことから、含水比０％まで乾燥するには長時間を要するため、製造効率が低下することが
課題であった。
【００４２】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ペレットの粒径に応じた乾燥速度条件
で乾燥収縮を進める場合において、乾燥時間を短縮可能なベントナイト成形体の製造方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００４３】
　上記した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るベントナイト成形体の製
造方法は、ベントナイト粉体に水を添加して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレット
を乾燥収縮させて高密度の略球状のベントナイト成形体を製造する方法であって、ペレッ
トの平均直径をＤ（ｍｍ）で、含水比を実数値で表して、乾燥する際の乾燥条件を、初期
含水比ｗ０と乾燥途中の含水比ｗ１に至る乾燥時間ｔ（Ｈｒ）の値からｖ＝（ｗ０－ｗ１

）／ｔで算出した値を含水比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）とした場合に、ペレットの乾燥速度
条件ｖ・Ｄ３が８０以下となるような乾燥速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含
水比が０．１０～０．１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送
風することで前記乾燥工程による乾燥を高速化することを特徴とする。
【００４４】
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　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法は、ベントナイト粉体に水を添
加して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度の略球状のベ
ントナイト成形体を製造する方法であって、乾燥する際の乾燥速度を含水比０．２３から
含水比０．１０に至るまでの平均的な含水比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）で表した場合に、ペ
レットの粒径が５ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．６４（１／Ｈｒ）以下、ペレ
ットの粒径が１０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０８（１／Ｈｒ）以下、ペレ
ットの粒径が２０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０１（１／Ｈｒ）以下、ペレ
ットの粒径が３０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．００３（１／Ｈｒ）以下とな
るような乾燥速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含水比が０．１０～０．１５よ
りも小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで前記乾燥工程に
よる乾燥を高速化することを特徴とする。
【００４５】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法は、上述したベントナイト成形
体の製造方法で製造したベントナイト成形体を相対湿度４０％以下の環境で保管すること
を特徴とする。
【００４６】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法は、上述したベントナイト成形
体の製造方法で製造したベントナイト成形体を含水比１０～５％の含水比まで乾燥した時
点で保管し、その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで再乾燥してから実使
用に供することを特徴とする。
【００４７】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法は、上述したベントナイト成形
体の製造方法で製造したベントナイト成形体を保管中に吸湿して密度低下した場合には、
その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで再乾燥してから実使用に供するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明に係るベントナイト成形体の製造方法によれば、ベントナイト粉体に水を添加し
て混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度の略球状のベント
ナイト成形体を製造する方法であって、ペレットの平均直径をＤ（ｍｍ）で、含水比を実
数値で表して、乾燥する際の乾燥条件を、初期含水比ｗ０と乾燥途中の含水比ｗ１に至る
乾燥時間ｔ（Ｈｒ）の値からｖ＝（ｗ０－ｗ１）／ｔで算出した値を含水比低下速度ｖ（
１／Ｈｒ）とした場合に、ペレットの乾燥速度条件ｖ・Ｄ３が８０以下となるような乾燥
速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含水比が０．１０～０．１５よりも小さくな
った時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで前記乾燥工程による乾燥を高
速化するので、ペレットの粒径の大小に応じて、乾燥速度を変えることによって、適度な
乾燥速度条件で乾燥収縮を進めることができるという効果を奏する。このため、小粒径ペ
レットの場合にはいたずらに乾燥収縮プロセスに長時間を要することがなくなる。また、
大粒径ペレットの場合には、乾燥速度を過度に大きくすることがなくなるため、乾燥収縮
による密度上昇不足となる事態やペレットの割れ破損を防止することができるという効果
を奏する。さらに、湿潤ペレットを十分緩慢な乾燥速度で乾燥し、含水比が０．１０～０
．１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで高速の
乾燥工程にすることによって、従来のような同じ乾燥条件で長時間かけて乾燥する方法に
比べて、短時間で乾燥を進めることができ、効率よく高密度化したベントナイト・ペレッ
トを製作することができる。
【００４９】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、ベントナイト粉体に
水を添加して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度の略球
状のベントナイト成形体を製造する方法であって、乾燥する際の乾燥速度を含水比０．２
３から含水比０．１０に至るまでの平均的な含水比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）で表した場合
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に、ペレットの粒径が５ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．６４（１／Ｈｒ）以下
、ペレットの粒径が１０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０８（１／Ｈｒ）以下
、ペレットの粒径が２０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０１（１／Ｈｒ）以下
、ペレットの粒径が３０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．００３（１／Ｈｒ）以
下となるような乾燥速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含水比が０．１０～０．
１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで前記乾燥
工程による乾燥を高速化するので、ペレットの粒径の大小に応じて、乾燥速度を変えるこ
とによって、小粒径ペレットの場合には、短時間で乾燥収縮プロセスを実施することがで
きるという効果を奏する。また、大粒径ペレットの場合には、乾燥速度を過度に大きくす
ることがなくなるために、乾燥収縮による密度上昇不足となる事態やペレットの割れ破損
を防止することができるという効果を奏する。さらに、湿潤ペレットを十分緩慢な乾燥速
度で乾燥し、含水比が０．１０～０．１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび
多量の空気を送風することで高速の乾燥工程にすることによって、従来のような同じ乾燥
条件で長時間かけて乾燥する方法に比べて、短時間で乾燥を進めることができ、効率よく
高密度化したベントナイト・ペレットを製作することができる。
【００５０】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、上述したベントナイ
ト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を相対湿度４０％以下の環境で保管す
るので、ペレットの含水比は５％を超えないことから、保管環境の条件を比較的マイルド
に許容でき、保管費用を節減することができるという効果を奏する。
【００５１】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、上述したベントナイ
ト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を含水比１０～５％の含水比まで乾燥
した時点で保管し、その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで再乾燥してか
ら実使用に供するので、ペレット製造段階では含水比１０％まで乾燥しておくことによっ
て、高湿度環境（例えば相対湿度７０％）にて保管しても保管中は含水比が上昇しないの
で、実際にペレットを使用する直前において含水比５％まで乾燥させてさらに密度を増大
することで、より大きな密度のベントナイト成形体のペレットを提供することができると
いう効果を奏する。あるいは、ペレット製造段階では含水比５％まで乾燥しておくことに
よって、例えば相対湿度４０％程度の環境にて保管しても保管中は含水比が上昇しないの
で、実際にペレットを使用する直前において含水比０％まで乾燥させてさらに密度を増大
させることで、もっとも大きな密度のベントナイト成形体のペレットを提供することがで
きるという効果を奏する。
【００５２】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、上述したベントナイ
ト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を保管中に吸湿して密度低下した場合
には、その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで再乾燥してから実使用に供
するので、例えば、仮に長期間の保管中にペレットが吸湿して密度低下した場合には、実
際にペレットを使用する直前において含水比５％～０％まで乾燥させてさらに密度を増大
させることで、大きな密度のベントナイト成形体のペレットを提供することができるとい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、乾燥途上におけるベントナイト・ペレットの内部の水分分布イメージの
図である。
【図２】図２は、湿潤ペレットの含水比と粒径比率の関係を示す図である。
【図３】図３は、乾燥速度条件ｖ・Ｄと最終乾燥密度の関係を示す図である。
【図４】図４は、乾燥速度条件ｖ・Ｄ２と最終乾燥密度の関係を示す図である。
【図５】図５は、乾燥速度条件ｖ・Ｄ３と最終乾燥密度の関係を示す図である。
【図６】図６は、乾燥速度条件ｖ・Ｄ３と最終乾燥密度の関係グラフに乾燥速度条件のし
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きい値と乾燥密度１．９５Ｍｇ／ｍ３の線を追加した図である。
【図７】図７は、保管環境における平均相対湿度条件Ｒｈとペレットの含水比の収束値（
収束含水比）の関係を示す図である。
【図８－１】図８－１は、相対湿度１００％密閉容器内加湿による５ｍｍペレットの含水
比の経時変化を示す図である。
【図８－２】図８－２は、相対湿度１００％密閉容器内加湿による９ｍｍペレットの含水
比の経時変化を示す図である。
【図８－３】図８－３は、相対湿度１００％密閉容器内加湿による２７ｍｍペレットの含
水比の経時変化を示す図である。
【図９－１】図９－１は、乾燥プロセスおよび加湿プロセスにおける含水比と粒径５ｍｍ
ペレットの密度の関係を示す図である。
【図９－２】図９－２は、乾燥プロセスおよび加湿プロセスにおける含水比と粒径９ｍｍ
ペレットの密度の関係を示す図である。
【図９－３】図９－３は、乾燥プロセスおよび加湿プロセスにおける含水比と粒径２７ｍ
ｍペレットの密度の関係を示す図である。
【図１０－１】図１０－１は、乾燥後に吸湿した粒径５ｍｍペレットの再乾燥における含
水比と密度の関係を示す図である。
【図１０－２】図１０－２は、乾燥後に吸湿した粒径９ｍｍペレットの再乾燥における含
水比と密度の関係を示す図である。
【図１０－３】図１０－３は、乾燥後に吸湿した粒径２７ｍｍペレットの再乾燥における
含水比と密度の関係を示す図である。
【図１１】図１１は、廃棄物埋設処分施設の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、主要坑道および処分坑道の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、処分孔に対する埋め戻し状況の一例であり、（ａ）は埋め戻し前、
（ｂ）は埋め戻し後の図である。
【図１４】図１４は、処分坑に対する埋め戻し状況の一例であり、（ａ）は埋め戻し前、
（ｂ）は埋め戻し後の図である。
【図１５】図１５は、従来の乾燥速度と最終的な乾燥密度との関係を示す図である。
【図１６】図１６は、従来の乾燥工程による含水比の変化の状況を示す図である。
【図１７】図１７は、充てんされたベントナイトの密度（乾燥密度換算値）と吸水後の透
水係数の関係を示す図である。
【図１８】図１８は、ベントナイト・ペレットの充てん密度の測定例であり、１ｍｍ級ペ
レット混合率とかさ密度の関係を示す図である。
【図１９】図１９は、平均粒径０．３ｍｍペレットを一定の温度と送風量で乾燥を継続し
た場合の含水比の低下状況を例示する図である。
【図２０】図２０は、ベントナイト材料の乾燥の進展に伴うメカニズムを説明する図であ
る。
【図２１】図２１は、粒径約０．３ｍｍのペレットを異なる乾燥条件で乾燥した場合の含
水比の経時変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下に、本発明に係るベントナイト成形体の製造方法の実施の形態を図面に基づいて詳
細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００５５】
（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１について説明する。
　本実施の形態１に係るベントナイト成形体の製造方法は、ベントナイト粉体に水を添加
して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度の略球状のベン
トナイト成形体を製造する方法であって、ペレットの平均直径をＤ（ｍｍ）で、含水比を
実数値で表して、乾燥する際の乾燥条件を、初期含水比ｗ０と乾燥途中の含水比ｗ１に至
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る乾燥時間ｔ（Ｈｒ）の値からｖ＝（ｗ０－ｗ１）／ｔで算出した値を含水比低下速度ｖ
（１／Ｈｒ）とした場合に、ペレットの乾燥速度条件ｖ・Ｄ３が８０以下となるような乾
燥速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含水比が０．１０～０．１５よりも小さく
なった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで前記乾燥工程による乾燥を
高速化するものである。
　以下、本実施の形態１の製造方法を発明するに至った経緯を説明する。
【００５６】
　上記の従来の特許文献６では、乾燥収縮によってペレット密度を増加させる際の乾燥速
度条件として、図１５に示すような乾燥速度のしきい値が認められたが、これは粒径が同
じ２０ｍｍ級ペレットに関する乾燥収縮特性から推定したしきい値であった。図１５のみ
からでは径が異なるペレットの乾燥データからペレット径の影響を考慮せずに乾燥速度の
最適値（あるいは上限値）を見極めることはできない。そこで、ペレット径Ｄの影響を考
慮したプロットを試みた。
【００５７】
１－１）ペレット内部の水分分布のイメージ
　図１はペレットの乾燥プロセス途上におけるペレット内部の水分分布の変化を概念的に
推測したイメージ図である。ペレットの外表面から次第に乾燥が進み、それに伴って内部
の乾燥も徐々に進展していく。ペレット内部の水分は拡散現象で移動するものと考えられ
る。ペレットの乾燥収縮を効果的に進めるためには、ペレット内部の水分分布が比較的均
質となるように徐々に乾燥することが望ましい。したがって、乾燥速度はペレット粒径に
応じて異なる速度条件となり、ペレット粒径が大きくなるにつれて乾燥速度を遅くする必
要がある。すなわち、ペレットの直径と乾燥速度の両方を考慮した指標を目安として乾燥
することが望ましい。
【００５８】
１－２）ペレットの乾燥収縮現象における含水比とペレット密度の関係（含水比／粒径収
縮勾配）
　乾燥することによって湿潤ペレットの密度が上昇することを利用したペレット（高密度
の球状ベントナイト成形体）の製造方法は、乾燥に伴う収縮現象を利用している。そこで
、乾燥工程の進展に伴うペレットの粒径の変化を測定してみた。
【００５９】
　ベントナイト粉体に水を添加して混練し、これを略球状に丸めるためには、ベントナイ
トに加水してある程度の湿潤状態にしておく必要がある。土質工学では塑性限界という試
験値でその湿潤程度を求めており、ベントナイトの塑性限界は含水比２３％程度であるこ
とが知られている。したがって、高含水比の湿潤ペレットを乾燥させる工程が必要であり
、この工程でペレットは体積縮小して硬質化し、かつ、密度が上昇する。
【００６０】
　粉体のベントナイトに水を加えて含水比２５％～２３％となるように混ぜ合わせるとと
もに、押し出し造粒工程でディスクダイ（押し出し造粒機）を用いて湿潤状態の円柱状の
ベントナイト成形体を成形し、さらに円柱状（ひも状）のベントナイト成形体を転動造粒
工程で球形に成形した平均粒径５ｍｍ、９ｍｍ、２７ｍｍの３種類の湿潤ペレットを、室
内（温度２０℃～３０℃、湿度６０％～７５％）で無風状態において乾燥させて高密度の
ペレットを試作した。なお、室内無風状態では含水比１０％よりも小さい含水比に乾燥し
にくいため、デシケータ（シリカゲルによる乾燥密閉容器）に静置して乾燥させた。また
、デシケータ内で含水比５％以下への乾燥はしにくいので、その後は８０℃の無風乾燥お
よび１１０℃の無風乾燥を実施した。
【００６１】
　このときに、随時ペレットを取り出して粒径を測定した結果を図２に示す。粒径は１５
個～９４個のペレットを直線上に並べたときの延長から測定し、初期値を１．００とした
ときの比率で示してある。以下、このグラフの勾配を「含水比／粒径収縮勾配」と称する
。
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　図２から、乾燥プロセスの前半、すなわち、湿潤ペレットの含水比（２５％～２３％）
から乾燥を開始して含水比１５％～１０％に至る乾燥プロセスでは、含水比／粒径収縮勾
配は大きく、それ以降の乾燥プロセスの後半では含水比／粒径収縮勾配は小さいことがわ
かる。乾燥収縮による密度上昇効果は乾燥プロセスの前半における乾燥速度を適度に保つ
ことが効果的であることが推測された。そこで、以下の指標値としては乾燥プロセスの前
半における乾燥速度に着目した。
【００６３】
１－３）ペレットの乾燥速度と粒径を考慮した指標と最終乾燥密度の関係
　図１のような乾燥に伴う水分分布の変化を前提とすると、ペレット内部の水分分布を比
較的均質となるように徐々に乾燥させることが必要であり、乾燥収縮によるペレット密度
上昇を考慮した乾燥速度の最適値（あるいは上限値）を見極める目的では、ペレット径Ｄ
の１次式、２次式、３次式を使った正規化について検討する必要がある。そこで、３種類
の湿潤ペレットを使って、乾燥プロセスの前半（湿潤ペレットの含水比２５％～２３％か
ら乾燥を開始して含水比１５％～１０％に至る乾燥プロセス）における乾燥速度条件を数
ケース変えて乾燥収縮実験を実施した。その結果を示したものが表２である。表２に示し
た乾燥速度ｖ（１／Ｈｒ）は初期含水比ｗ０と乾燥途中の含水比ｗ１に至る乾燥時間ｔ（
Ｈｒ）の値からｖ＝（ｗ０－ｗ１）／ｔで算出した値である。上記の特許文献６では乾燥
速度として含水比を百分率で表示した場合の指標であったが、本発明では含水比を％の単
位ではなく実数値で表示して計算した。
【００６４】
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【００６５】
　表２では乾燥速度ｖとペレット径Ｄを使って指標となる値を試行錯誤的に計算して示し
た。この指標値と最終乾燥密度との関係をプロットしたグラフが図３～図５である。
【００６６】
　その結果、図５の乾燥速度条件ｖ・Ｄ３と最終乾燥密度の関係プロットにもっとも相関
関係が認められる。同図を図６に示すようにしきい値を示して整理すると、ペレットの乾
燥収縮に伴う最終密度を１．９５Ｍｇ／ｍ３以上にするためには、速度ｖ（１／Ｈｒ）を
ペレット径Ｄ（ｍｍ）に応じて、次の数式（１）を満足するような条件にする必要がある
ことがわかった。
【００６７】



(14) JP 6041165 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

【数１】

【００６８】
　ここで、乾燥速度ｖは初期含水比ｗ０と乾燥途中の含水比ｗ１に至る乾燥時間ｔ（Ｈｒ
）の値からｖ＝（ｗ０－ｗ１）／ｔで計算される値である。また、含水比ｗ０、ｗ１は％
ではなく実数値である。
【００６９】
　本実施の形態によれば、上記の数式（１）を使って、ペレットの粒径の大小に応じて、
乾燥速度を変えることによって、適度な乾燥速度条件で乾燥収縮を進めることができるた
め、小粒径ペレットの場合にはいたずらに乾燥収縮プロセスに長時間を要することがなく
なる。また、大粒径ペレットの場合には、乾燥速度を過度に大きくすることがなくなるた
め、乾燥収縮による密度上昇不足となる事態やペレットの割れ破損を防止することができ
る。
【００７０】
１－４）乾燥時間の短縮方法
　ここで、含水比が０．１０～０．１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび多
量の空気を送風することで高速の乾燥工程にする。
【００７１】
　上述したように、図２から、含水比を横軸としたときの粒径比率の変化勾配は途中で変
化していることがわかる。含水比が約１０％～１５％の付近で勾配は変化し、それよりも
低い含水比にする場合には含水比の変化に伴う「含水比／粒径収縮勾配」は小さくなり、
密度は増加しにくい。
【００７２】
＜「含水比／粒径収縮勾配」が含水比１０％～１５％を境にして変化するメカニズム＞
【００７３】
　この要因として吸水膨張性を有するベントナイト材料の下記のメカニズムが関与してい
ると解釈できる。このメカニズムを図示したものが図２０である。同図では乾燥の進展に
伴う構成粒子構造の変化を（１－Ａ）、（２－Ａ）、および（３－Ａ）に順に示した。ま
た、元の体積を点線で表示して、体積縮小のイメージを示した。さらに、主要構成粒子で
あるモンモリロナイト鉱物粒子の中における水分子の存在状態についても、（１－Ｂ）、
（２－Ｂ）、および（３－Ｂ）に順に、顕微鏡的な視野で模式的に示した。
【００７４】
（１）間隙に多量の水を含んでいる状態から乾燥させた場合には、図２０（１－Ａ）のよ
うな体積となっており、水分の喪失に伴って体積の収縮が進む。このとき、吸水膨張性を
発揮するモンモリロナイト粒子の構造を顕微鏡的に拡大して模式的に図示すると、図２０
（１－Ｂ）に示すような構造を呈しており、並行に重なっている結晶層の層間に多数の水
分子を取り込んだ構造となっており、モンモリロナイト鉱物粒子は厚くなっている。
【００７５】
　含水比が高い初期段階においては、モンモリロナイト鉱物粒子の周囲には、自由に移動
できる間隙水が存在している。一方、モンモリロナイト鉱物の結晶の層間に存在している
水分子も多層に存在しているため、初期の乾燥工程では自由に移動できる間隙水とともに
モンモリロナイト鉱物の結晶の層間の水も蒸発する。水分が乾燥の進展に伴って蒸発によ
り失われると、材料全体の体積は水の減少量とほぼ同量の体積収縮を呈する。すなわち、
含水比が約１０％～１５％以上の含水比条件においては、乾燥収縮がスムースに進む。
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【００７６】
（２）吸水膨張性を有していない土質材料の場合には、含水比が小さくなると、図２０（
２－Ａ）に示すように間隙に存在する水は間隙の体積よりも小さくなり、間隙中に空気相
が存在するようになる。この状態になると、乾燥が進んでも、これ以上の体積の収縮は生
じない。吸水膨張性を有する粒子を含んでいない一般的な粘土の場合は、この時点で乾燥
収縮が終息する。
【００７７】
（３）ところが、吸水膨張性を有しているベントナイトの場合には、吸水膨張性を発揮す
るモンモリロナイト粒子の構造を顕微鏡的に拡大して模式的に図示すると、主要粘土鉱物
であるモンモリロナイトの結晶の層間にまだ２層以上の水分子を取り込んでいるため、粒
子と粒子の間隙に間隙水が満たしていない状態にあっても、図２０（２－Ｂ）に示すよう
に、モンモリロナイト鉱物粒子そのものが水分子を保持して水分ゼロ状態のときよりも厚
い粒子構造を呈している。
【００７８】
（４）さらに乾燥が進むと、吸水膨張性を有しているベントナイトの場合には、主要粘土
鉱物であるモンモリロナイト鉱物の結晶の層間から水分子が消失し、顕微鏡的に拡大して
模式的に図示すると図２０（３－Ｂ）に示すように結果として粒子の厚さが減じるため、
図２０（３－Ａ）のように体積の収縮はさらに進む。
【００７９】
（５）ただし、粒子の厚さは減少するが粒子相互は接触しているため、上記（１）の状態
における体積の収縮よりは小さい含水比／粒径収縮勾配となる。このような乾燥収縮段階
においては、モンモリロナイト鉱物の結晶層間の厚さ減少が体積収縮の主要要因となり、
構成粒子相互の移動はほとんど生じなくなる。
【００８０】
（６）図２において、同じ乾燥方法を継続した場合には、１０％～１５％程度に至る前段
の乾燥速度に比べて、それ以降のさらに乾燥させる後段の乾燥速度が遅くなることを述べ
た。すなわち、含水比１０％～１５％程度を境にして乾燥しにくくなる。図２０（２－Ｂ
）の状態から図２０（３－Ｂ）の状態に至る乾燥で、モンモリロナイト鉱物の結晶層間に
強い結合力で拘束されていた水分子は外に出ていきにくいことが、後段において乾燥させ
にくくなる原因である。
【００８１】
　以上のメカニズムを考慮すると、含水比が２２％～２５％の湿潤状態で略球状に丸めた
湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度にする製造方法においては、含水比が１０％～１５
％に至るまでは十分緩慢な乾燥速度で乾燥させてペレット内部の水分が均質にペレット表
面に拡散移動する現象および湿潤ベントナイト内部における構成粒子相互の離間距離短縮
となる粒子の移動がスムースに進むような乾燥速度にすることが効果的である。従来の技
術では特許文献６に記載されているように、含水比を百分率で示した場合の含水比低下速
度が１（１／Ｈｒ）以下となるような乾燥速度が適しているとされている。
【００８２】
　その後、含水比が１０％～１５％になった時点からは高速乾燥工程に切り替えることで
乾燥時間を短縮して、効率化することが効果的である。含水比が１０％～１５％以下のベ
ントナイトでは図２０（２－Ａ）に示すような構成粒子構造まで体積縮小した状態となり
、構成粒子相互の移動はほとんど生じなくなる。それ以降はモンモリロナイト鉱物粒子の
結晶層間の水分の蒸発に伴って結晶層間の厚さが小さくなる現象が収縮の主要な要因とな
るため、急激な乾燥条件（例えば１１０℃炉乾燥条件）を施しても、十分緩慢な乾燥の場
合と同等に体積縮小は進む。
【００８３】
＜２段階乾燥法のメリット＞
【００８４】
　以上に述べたように、１０％～１５％よりも小さい含水比の場合には、第一に乾燥速度



(16) JP 6041165 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

が低下するので急激な乾燥条件に変更することが時間短縮に効果的であり、第二に１０％
～１５％よりも小さい含水比領域では、モンモリロナイト鉱物の結晶層間の厚さ減少が体
積収縮の主要要因となり、構成粒子相互の移動はほとんど必要なくなるので、より激しい
乾燥条件を採用してもひび割れの発生等による体積縮小の阻害は生じない。十分緩慢な乾
燥速度（例えば、含水比を百分率で示した場合の含水比低下速度が１（１／Ｈｒ）以下）
で乾燥し、含水比が１０％～１５％になった時点で、高速乾燥工程にすることを特徴とす
るベントナイト成形体（ペレット）の製造方法を採用することによって、従来のような同
じ乾燥条件で長時間かけて乾燥する方法に比べて、短時間で乾燥を進めることができると
ともに、乾燥に伴う乾燥収縮をスムースに進展させることができ、結果として効率よく高
密度化したベントナイト・ペレットを製作することができる。
【００８５】
　具体的な実施例について図２１を参照しながら説明する。
　図２１は、図２０で示したものと同様の粒径約０．３ｍｍのペレットを回転ドラム型多
孔円筒容器８セルに約５ｋｇづつ装填し、温風発生機からの送風を８セルに均等に通気さ
せる方法による乾燥プロセスのデータである。図２１には下記の二つの乾燥条件における
含水比の低下の経時変化を示している。
【００８６】
・乾燥条件１：一定乾燥条件で継続して乾燥した場合（グラフの○プロット）
・乾燥条件２：含水比が１０％に低下した時点から送風量と温度を大きくした場合（グラ
フの◆プロット）
【００８７】
　一定乾燥条件で継続して乾燥した場合は、含水比１０％に至るまでは約６０℃の温度の
空気を０．７８５ｍ３／ｍｉｎの風量で送風して乾燥させた。一方の方法では、含水比が
１０％付近になった時点で、温度約６６℃の空気を１．１６７ｍ３／ｍｉｎの風量で送風
して乾燥させた。
【００８８】
　乾燥に要した時間は、前者では６０時間を要したのに対して、後者では３５時間となっ
ており、乾燥時間の短縮効果が明らかに認められる。
【００８９】
　表３は、このペレットの乾燥後の品質を示したものである。前者の密度は２．１３Ｍｇ
／ｍ３、後者の密度は２．１５Ｍｇ／ｍ３であった。両者はほぼ同等の密度品質になった
と言える。
【００９０】
【表３】

【００９１】
　上記の実施例で示したグラフ（図２１）は最も小粒の０．３ｍｍペレットの例であった
ため、乾燥速度の切替どころを含水比１０％付近にしたが、図２に示すようにペレットの
粒径が大きくなるとその目安となる含水比の値は１５％付近になってくる。以上のことか
ら、含水比１０％から１５％程度になった時点からより激しい乾燥条件に切り替えること
により、大幅な乾燥時間の短縮が可能である。



(17) JP 6041165 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

【００９２】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。
　本実施の形態２に係るベントナイト成形体の製造方法は、ベントナイト粉体に水を添加
して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度の略球状のベン
トナイト成形体を製造する方法であって、乾燥する際の乾燥速度を含水比０．２３から含
水比０．１０に至るまでの平均的な含水比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）で表した場合に、ペレ
ットの粒径が５ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．６４（１／Ｈｒ）以下、ペレッ
トの粒径が１０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０８（１／Ｈｒ）以下、ペレッ
トの粒径が２０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０１（１／Ｈｒ）以下、ペレッ
トの粒径が３０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．００３（１／Ｈｒ）以下となる
ような乾燥速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含水比が０．１０～０．１５より
も小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで前記乾燥工程によ
る乾燥を高速化するものである。
【００９３】
　上記の実施の形態１の数式（１）から算出すると、粒径に応じて例えば、表４のような
乾燥速度条件が望ましい。
【００９４】
【表４】

【００９５】
　なお、表４には、乾燥速度条件に加えて、含水比２３％の湿潤ペレットを含水比１０％
まで乾燥する場合の所要乾燥時間を示した。ペレット粒径が小さい場合には乾燥速度を大
きく（所要乾燥時間を短く）しても乾燥収縮を効果的にすることが可能であり、逆に粒径
が３０ｍｍのペレットではより小さい乾燥速度（所要乾燥時間を長くする）で乾燥収縮す
ることが望ましいことがわかった。
【００９６】
　本実施の形態によれば、ペレットの粒径の大小に応じて、乾燥速度を変えることによっ
て、小粒径ペレットの場合には、短時間で乾燥収縮プロセスを実施することができる。ま
た、大粒径ペレットの場合には、乾燥速度を過度に大きくすることがなくなるために、乾
燥収縮による密度上昇不足となる事態やペレットの割れ破損を防止することができる。
【００９７】
　ここで、上記の実施の形態１と同様にして、含水比が０．１０～０．１５よりも小さく
なった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで高速の乾燥工程にする。こ
のようにすれば、上記の実施の形態１で説明したものと同様な作用効果が得られるため、
乾燥時間の大幅な短縮が可能である。
【００９８】
（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。
　本実施の形態３に係るベントナイト成形体の製造方法は、上記の実施の形態１または２
のベントナイト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を相対湿度４０％以下の
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環境で保管するものである。
【００９９】
（（効果的に乾燥収縮させたペレットの含水比と乾燥密度））
　十分小さい乾燥速度で効果的な乾燥収縮をさせたペレットの密度を乾燥途中で測定した
結果を表５に示した。表５に示すように、乾燥収縮させたベントナイト・ペレットは含水
比０％まで乾燥しておくことで、２．０Ｍｇ／ｍ３以上の高密度なペレットになる。一方
、含水比５％のペレットでは乾燥密度換算値で１．９８Ｍｇ／ｍ３以上のペレットとなっ
ている。ベントナイト・ペレットを使った構築行為では、必ずしもペレット密度を２．０
Ｍｇ／ｍ３にする必要はなく、１．９５Ｍｇ／ｍ３以上にできればよいので、ペレットの
含水比を０％にしなくてもよい場合もある。
【０１００】
【表５】

【０１０１】
（（効果的に乾燥させたペレットの吸湿による含水比変化））
　ペレットの含水比を５％まで許容するならば、乾燥収縮させたペレットを長期保管する
際の保管環境を湿度ゼロにしなくてもよいと考えられる。そこで、数ケースの相対湿度条
件の保管環境に１ヶ月程度定置したペレットの含水比変化を測定して、含水比の収束値を
求めた。保管環境の相対湿度とペレットの収束含水比の関係を図７に示す。含水比が５％
を超えない保管環境は相対湿度４０％以下であることがわかった。
【０１０２】
　本実施の形態によれば、相対湿度４０％以下となる環境でペレットを保管するならば、
ペレットの含水比は５％を超えないことから、保管環境の条件を比較的マイルドに許容で
きるので、保管費用を節減できる。
【０１０３】
（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４について説明する。
　本実施の形態４に係るベントナイト成形体の製造方法は、上記の実施の形態１または２
のベントナイト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を含水比１０～５％の含
水比まで乾燥した時点で保管し、その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで
再乾燥してから実使用に供するものである。
【０１０４】
　十分に小さい乾燥密度で含水比０％となるまで乾燥収縮させたペレットを、相対湿度１
００％の加湿箱に定置して、その後の含水比の変化を測定した結果を図８－１～図８－３
に示す。図８－１は平均粒径５ｍｍのペレット、図８－２は平均粒径９ｍｍのペレット、
図８－３は平均粒径２７ｍｍのペレットの含水比の経時変化グラフである。
【０１０５】
　これらの図に示すように、含水比は１５％～１６％程度まで上昇して、その後は含水比
上昇が終息している。このときのペレットの含水比と平均直径の関係を図９－１～図９－
３に示す。図９－１は平均粒径５ｍｍのペレット、図９－２は平均粒径９ｍｍのペレット
、図９－３は平均粒径２７ｍｍのペレットの含水比と平均直径のグラフである。これらの
図に示すように、湿潤ペレットを乾燥するプロセスにおける平均粒径の縮小傾向に比して
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、加湿に伴う平均粒径の拡大傾向は大きいことがわかる。この原因は、相対湿度１００％
の環境に定置したペレットでは、ペレットの外表面付近の吸湿膨張が内部の吸湿よりも卓
越するため、外殻領域が膨張するためであると考えられる。このような急激な吸湿の場合
には乾燥収縮したペレットの密度は減じてしまう。すなわち、乾燥した後で吸湿すること
のないようにすることが望ましい。
【０１０６】
　本実施の形態によれば、例えば、ペレット製造段階では含水比１０％まで乾燥しておく
とともに、保管中は含水比が上昇しないようにしておき、実際にペレットを使用する直前
において含水比５％まで乾燥させてさらに密度を増大することで、より大きな密度のペレ
ットを提供できる。
【０１０７】
　あるいは、ペレット製造段階では含水比５％まで乾燥しておくとともに、保管中は含水
比が上昇しないようにしておき、実際にペレットを使用する直前において含水比０％まで
乾燥させてさらに密度を増大させることで、もっとも大きな密度のペレットを提供できる
。
【０１０８】
（実施の形態５）
　次に、本発明の実施の形態５について説明する。
　本実施の形態５に係るベントナイト成形体の製造方法は、上記の実施の形態１または２
のベントナイト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を保管中に吸湿して密度
低下した場合には、その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで再乾燥してか
ら実使用に供するものである。
【０１０９】
　保管中に、ペレットが吸湿して含水比が上昇してしまった場合を想定して、吸湿後に再
度乾燥させた場合の含水比と平均直径の関係を図１０－１～図１０－３に示す。図１０－
１は平均粒径５ｍｍのペレット、図１０－２は平均粒径９ｍｍのペレット、図１０－３は
平均粒径２７ｍｍのペレットの含水比と平均直径のグラフである。□のプロットが再乾燥
プロセスのデータを示している。
【０１１０】
　これらの図に示すように、湿潤ペレットを最初に乾燥させた場合の最終乾燥密度（最終
平均粒径）に復旧していることがわかる。すなわち、吸湿して密度低下した場合には、ペ
レットを再乾燥して含水比５～０％まで乾燥収縮させることで密度を復旧させることがで
きる。
【０１１１】
　本実施の形態によれば、例えば、仮に長期間の保管中にペレットが吸湿して密度低下し
た場合には、実際にペレットを使用する直前において含水比５％～０％まで乾燥させてさ
らに密度を増大させることで、大きな密度のペレットを提供できる。
【０１１２】
　以上説明したように、本発明に係るベントナイト成形体の製造方法によれば、ベントナ
イト粉体に水を添加して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収縮させて高
密度の略球状のベントナイト成形体を製造する方法であって、ペレットの平均直径をＤ（
ｍｍ）で、含水比を実数値で表して、乾燥する際の乾燥条件を、初期含水比ｗ０と乾燥途
中の含水比ｗ１に至る乾燥時間ｔ（Ｈｒ）の値からｖ＝（ｗ０－ｗ１）／ｔで算出した値
を含水比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）とした場合に、ペレットの乾燥速度条件ｖ・Ｄ３が８０
以下となるような乾燥速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含水比が０．１０～０
．１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで前記乾
燥工程による乾燥を高速化するので、ペレットの粒径の大小に応じて、乾燥速度を変える
ことによって、適度な乾燥速度条件で乾燥収縮を進めることができる。このため、小粒径
ペレットの場合にはいたずらに乾燥収縮プロセスに長時間を要することがなくなる。また
、大粒径ペレットの場合には、乾燥速度を過度に大きくすることがなくなるため、乾燥収



(20) JP 6041165 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

縮による密度上昇不足となる事態やペレットの割れ破損を防止することができる。さらに
、湿潤ペレットを十分緩慢な乾燥速度で乾燥し、含水比が０．１０～０．１５よりも小さ
くなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで高速の乾燥工程にするこ
とによって、従来のような同じ乾燥条件で長時間かけて乾燥する方法に比べて、短時間で
乾燥を進めることができ、効率よく高密度化したベントナイト・ペレットを製作すること
ができる。
【０１１３】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、ベントナイト粉体に
水を添加して混練し、これを略球状に丸めた湿潤ペレットを乾燥収縮させて高密度の略球
状のベントナイト成形体を製造する方法であって、乾燥する際の乾燥速度を含水比０．２
３から含水比０．１０に至るまでの平均的な含水比低下速度ｖ（１／Ｈｒ）で表した場合
に、ペレットの粒径が５ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．６４（１／Ｈｒ）以下
、ペレットの粒径が１０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０８（１／Ｈｒ）以下
、ペレットの粒径が２０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．０１（１／Ｈｒ）以下
、ペレットの粒径が３０ｍｍ級の場合には含水比低下速度ｖを０．００３（１／Ｈｒ）以
下となるような乾燥速度条件にする乾燥工程を有し、ペレットの含水比が０．１０～０．
１５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで前記乾燥
工程による乾燥を高速化するので、ペレットの粒径の大小に応じて、乾燥速度を変えるこ
とによって、小粒径ペレットの場合には、短時間で乾燥収縮プロセスを実施することがで
きる。また、大粒径ペレットの場合には、乾燥速度を過度に大きくすることがなくなるた
めに、乾燥収縮による密度上昇不足となる事態やペレットの割れ破損を防止することがで
きる。さらに、湿潤ペレットを十分緩慢な乾燥速度で乾燥し、含水比が０．１０～０．１
５よりも小さくなった時点で、高温またはおよび多量の空気を送風することで高速の乾燥
工程にすることによって、従来のような同じ乾燥条件で長時間かけて乾燥する方法に比べ
て、短時間で乾燥を進めることができ、効率よく高密度化したベントナイト・ペレットを
製作することができる。
【０１１４】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、上述したベントナイ
ト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を相対湿度４０％以下の環境で保管す
るので、ペレットの含水比は５％を超えないことから、保管環境の条件を比較的マイルド
に許容でき、保管費用を節減することができる。
【０１１５】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、上述したベントナイ
ト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を含水比１０～５％の含水比まで乾燥
した時点で保管し、その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで再乾燥してか
ら実使用に供するので、ペレット製造段階では含水比１０％まで乾燥しておくことによっ
て、高湿度環境（例えば相対湿度７０％）にて保管しても保管中は含水比が上昇しないの
で、実際にペレットを使用する直前において含水比５％まで乾燥させてさらに密度を増大
することで、より大きな密度のベントナイト成形体のペレットを提供することができると
いう効果を奏する。あるいは、ペレット製造段階では含水比５％まで乾燥しておくことに
よって、例えば相対湿度４０％程度の環境にて保管しても保管中は含水比が上昇しないの
で、実際にペレットを使用する直前において含水比０％まで乾燥させてさらに密度を増大
させることで、もっとも大きな密度のベントナイト成形体のペレットを提供することがで
きる。
【０１１６】
　また、本発明に係る他のベントナイト成形体の製造方法によれば、上述したベントナイ
ト成形体の製造方法で製造したベントナイト成形体を保管中に吸湿して密度低下した場合
には、その後、このベントナイト成形体を含水比５～０％まで再乾燥してから実使用に供
するので、例えば、仮に長期間の保管中にペレットが吸湿して密度低下した場合には、実
際にペレットを使用する直前において含水比５％～０％まで乾燥させてさらに密度を増大
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させることで、大きな密度のベントナイト成形体のペレットを提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　以上のように、本発明に係るベントナイト成形体の製造方法は、例えば放射性廃棄物を
処分した廃棄物埋設処分施設の処分坑道を埋め戻すための埋め戻し材、もしくは、水没し
ている空間あるいは管路の漏水が認められる領域に水中充てんして遮水処理するための充
てん材などとして用いる略球状のベントナイト成形体の製造方法に有用であり、特に、ペ
レットの粒径に応じた乾燥速度条件で乾燥収縮を進める場合において、乾燥時間を短縮す
るのに適している。
【符号の説明】
【０１１８】
　１　主要坑道
　２　処分坑道
　３　廃棄体
　４　処分孔
　５　ベントナイト成形体
　６　充填装置
　７　処分坑

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８－１】

【図８－２】
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【図８－３】

【図９－１】

【図９－２】
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【図１０－１】

【図１０－２】

【図１０－３】



(24) JP 6041165 B2 2016.12.7
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【図１７】
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【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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