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土質系遮水におけるピュアベントナイトに着目した遮水構造の提案

○（正）成島誠一 1)
1)(一社)NB 研究所
１．既往技術の課題
我が国では 1998 年頃から管理型最終処分場の CCL の代替えとしてベントナイト混合土の採用実績が増えた。さら
に、2011 年 3 月に発災した東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所事故由来の放射能汚染廃棄物の隔離
層としてベントナイトを用いた不透水性土壌層のニーズが顕在化している。ベントナイト混合土の製造には、母材の
選定、配合設計から見出された混合率を均一に混合していることが求められる。ベントナイト混合土の施工には、施
工許容含水比範囲を見出した上で、RI 法による締固め度の測定、層厚、平坦性などの煩雑な品質管理が必要である。
CCL が採用される主な理由としてベントナイトは、天然粘土鉱物であるため耐久性や安全性の優れた土質系遮水材
料であり、トラベルタイムが工学的に提供できることから、当該地域住民へ説明し理解が得られやすいことも挙げら
れる。筆者は、これまで北海道旭川市、栃木県宇都宮市、宮崎県、神奈川県横須賀市、滋賀県などに立地された管理
型最終処分場の計画段階において住民反対の中、住民合意に至り竣工が迎えられた事例を経験してきた。工学的には
処分場に埋設した廃棄物から出る浸出水の漏水の可能性が低い構造に進むことで合意も同様な傾向を示すことが多か
った。また、アナロジーな説明、わかりやすい言葉で住民の方々と頻繁にコミュニケーションを続けることで信頼関
係を醸成したことによるところもあった。しかし、ベントナイト混合土は、設計段階から経済性を考慮し母材を現地
発生土としたものが多い。これは、ベントナイト混合土の工学的な見地から検討しているとは言えず、結果として均
一に混合されていないベントナイト混合土を敷設している事例が見受けられた。さらに、担当技術者の能力により左
右され品質のばらつきが顕在化してきた。そこでこのような事例の課題解決のために、そもそも混合しない土質系遮
水構造のニーズを考え、ピュアベントナイトが母材とした土質系遮水構造を研究する起因となった。本研究の主な目
的は、ベントナイト混合土でおこなっている母材選定、配合設計、混合率を照査するための FV 試験、MBC 試験など
を全て必要としない新たな CCL の提示することとした。
２．NB 工法の研究開発
NB 工法は、煩雑な品質管理や特殊な技能な
どを必要としない遮水工構築方法を開発するこ
とを目的とした。その発想は、スメクタイト系
鉱山から自然含水比状態で採掘・粗砕した粘土
鉱石 NB をそのまま転圧し、遮水工を構築する
ものであった。その成果として、ピュアベント
ナイトを砕石加工し土質系遮水工法として研究
開発した。NB 工法は、中国産、国産共にピュ
アベントナイト 100%を砕石粒径 25mm 以下に
製 造 し Dc85% 以 上 で 透 水 係 数 k ≦ 1 ×
10-8cm/s(10-10m/s)の性能が認められ、Dc に比
例し透水係数は低くなる傾向を示した。締固め
度は、図-1 に示す簡易支持力測定器(キャスポ
ル)で出力しインパクト値 Ia で管理する手法を
開発した。NB 層の膨潤圧は、図-2 に示す様に
Dc 85％ の最 大膨 潤圧 （以 下σ max） は 205
kN/m2、Dc 90％のσmax は 348 kN/m2、Dc
100％のσmax は 500 kN/m2、Dc 110％のσ
max は 624 kN/m2 であった。Dc と膨潤圧は正
の相関があり、Dc が増加するほど膨潤圧も大き
くなる結果となった。
また、膨潤圧の低減対策としては、NB の Dc
90％において、ε＝1～10％の隙間を与えた場
合、ε＝1％で 72.7％、ε＝5％で 62.3％、ε
＝10％で 55.1％の膨潤圧の低下が認められた 1)。
一方、廃棄物が焼却灰であれば浸出水は高電
解質浸出液になる可能性が高い。そこで、NB
における耐高電解質浸出液について検討した。
耐高電解質浸出液導電率はイオン交換水の 3 万
倍 以 上 を 作 液 で は 、 最 大 粒 径 19.5mm か ら
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Ia 値と含水比の関係
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NB 層の膨潤圧
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9.5mm に細かくすることで図-3 に示す様
に透水係数が 2.0×10-7cm/s(10-9m/s)で 1
オーダーの低下を示した。構造物の埋戻し
やオーバーカバーなどに適用する場合は、
低膨潤型 NB のニーズがあったことから産
地と鉱脈による原鉱を選定し検証をおこな
った。その結果、耐高電解質浸出液低膨潤
型ベントナイト NB は、従来型より膨潤圧
が国産もので半分以下、海外産で 1/3 以下
である NB を見出した。NB 工法は、自然
含水比で敷設することを求めているが、そ
の理由として、加水によって含水比調整を
おこなった場合、Ia 値 15 ポイント、コー
ン指数 25 ポイント対自然含水比と比較
図-3 NB 耐高電解質透水係数
し低下することがわかった。結論として、
自然含水比かつ施工可能含 水比範囲の
NB が必要条件であることがわかった。NB 工法は、底盤遮水、表層遮水、構造物埋戻し、耐高電解質浸出液など、
その用途に応じて適切な NB 原鉱を選定することを提示した 2)。
３．NB 工法の採用事例
本事例は、東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子 ベントナイト砕石
表層最終盛土t=600mm
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力発電所事故に伴う放射性汚染物質の拡散における対策は、
「 放射
焼却飛灰 3段目
性物質汚染対処特措法」により指定廃棄物や特定廃棄物の処理方
H=3m
法面盛土
t=300mm
セメント改良t=300mm
法が明確化されたが、東北全域にその対策が求められ放射能汚染
物質の早期の隔離が喫緊の課題となった。東日本大震災における
焼却飛灰 2段目
H=3m
津波を起因とし被災された宮城県内沿岸部域は、広域にあり気仙
セメント改良t=300mm
土壌層
600mm
沼市から山元町に至る 8 処理区で災害廃棄物を処理することにな
遮水シート
焼却飛灰 1段目
った。当初は、各処理区で独自に最終処分する計画だったが、放
H=3m
ベントナイト砕石
t=50mm
セメント改良t=300mm
射能汚染している飛灰であったために最終処分地の選定が難航し
既設廃棄物
た。そこで宮城県では、宮城県は県内最大規模の管理型最終処分
場を保有している公益法人宮城県環境事業公社(以下公社)へ最終
図-4 概念図
処分の要請をおこなった。公社は、長年管理型最終処分場を運営
①底盤盛土
②ｾﾒﾝﾄ改良
③NB 施工
し地域住民から信頼され 30 年におよぶ実績があった。公社は、
地域住民へ丁寧な説明を進め、事業理念「次代への生活環境に影
響を与えず放射能汚染を安全に最終処分すること」とし宮城県か
らの要請について具体的な検討を進めた。具体的な要請とは、 宮
⑥間詰め
⑤ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸﾞ据付
④ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸﾞ線量管理
城県内震災廃棄物焼却飛灰 12 万 t を隔離し安全に平成 24 年 12
月から平成 26 年 3 月までの約 16 ヶ月間で埋立て処分した事例で
ある。受入れ対象とした焼却飛灰は放射性セシウム濃度が
8,000Bq/kg 以下の基準適合特定廃棄物（以下特定廃棄物と記す）
で、実際の放射性セシウム濃度が 2,000Bq/kg 以下のものであっ
⑦遮水ｼｰﾄ敷設
⑧上部盛土
⑨1 段完成⇒①から繰り返
た。本事例では周辺住民とのリスクコミュニケーションの結果、
放射性セシウムの周辺への漏洩に対する安全性向上に配慮し、不
透水性土壌層として NB 工法（t=50mm）を追加した構造が採用
された。概要図を図-4 に示す様に、特定廃棄物下部に設ける土壌
層の厚さは 600mm とし、そのうち上部の 300mm は、NB 層施
図-5 事例のフロー
工時における施工機械のトラフィカビリティを確保する目的でセ
メント改良をおこなった。セメント改良後の基盤強度はダンプト
ラックが走行可能なコーン指数 qc=1,200 kN/m2 以上とした。焼却飛灰はフレコンバックに封入された状態で埋立て、
その間隙は土砂による間詰めをおこない、遮水シートで被覆し埋設期間中の焼却飛灰への雨水浸入を防止対策とした。
廃棄物処理法の埋立基準に準拠し、埋立て高さ 3m 毎に中間覆土（600mm）を設け、その上部 300mm については
NB 層施工基盤として同様にセメント改良を施工する構造とした。これらの埋設作業を図-5 に示すフローで繰り返し、
最終的な埋立て高さは最高で約 15m（廃棄物層 4 段）である 3)。
４．まとめと今後の課題
本研究では、不確定要素が多く担当技術者の技量に左右されるベントナイト混合土の課題解決としてピュアベント
ナイトを用いた NB 工法の研究開発と実用化を提示した。今後の課題は、耐塩類仕様 NB、低膨潤型 NB など用途に
応じた仕様書と経済性比較およびニーズに合う技術提供を体系的に提案することである。また、将来的に多くの原子
力発電所廃炉に向けて、ベントナイト鉱山の確保、ピュアベントナイトの性能、利用法について産地毎の特徴的な組
成をマッピングすることで最適な産地による NB 工法の適用性の照査が必要となる。
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