
ジオシンセティックス技術情報 1998.7

G i roud Lecture by R. M. Koerner :ベニア富士の解析と設計

建設省土木研究所土質研究室長三木博史

第6回国際ジオシンセティックス会議は、カーナ一博士による第 1回ジルーレクチャーで幕を

開けた。ジルーレクチャーは、初代 IGS会長のジル一博士の功績をたたえるもので、 1994年の

第 5回国際ジオシンセティックス会議でその設立が公表された。

今回その第 1回目の栄誉によくしたカーナ一博士は、いまさらここに紹介するまでもないが、

米国フィラデルフィアにあるDrexel大学に付属するGeosyntheticInstitute (略称GSIで、

元々からある GRIを包含するもの)を1986年に創設し、この分野における第一人者として精力

的な活動を続けておられる。私ごとになるが、 1987年に筆者が一年間GRIでお世話になって以

来、親しくご指導を仰いでいる恩師の一人でもある。

講演の内容は、傾きをもっジオシンセティック材料の上に比較的薄く張った覆土(厚さO.3""' 

1.0mのもので、これをベニヤ覆土と呼んでいる)の安定解析と設計に関するもので、その詳細

はConferenceProceedingsの Volume1に収められている。

講演では、廃棄物処分場の傾きをもっジオメンブレンライナーの上に設置された排水層などの

覆土のすべり破壊の事例が豊富に紹介され、最

近こうした事例が増える傾向にあるので、この

ような失敗を招かないよう注意喚起を促すのが

この論文の目的であると述べられた。

安定解析や設計では、 1)覆土の自重、 2)

重機の重量、 3)浸透水の作用、 4)地震力の

作用といった種々の状況を考慮する必要があ

り、それぞれについて設計の考え方と計算例が

示された (Fig3参照)。

また、安定化対策として考えられるイ)のり

Figllre 20. Limit eqllilihrillll1 forces involved in a finite 
length slope analysis with tapcrcd thickncss covcr soil from 
toe to crcst. 

Figure 3. Limit equilibrium forces involvcd in a finitc 
length slope analysis for a uniformly thick cover soil. 

Figurc 22. Limit cquilihrillm forccs involvcd in a finite 
Icngth slopc analysis for a uniformly thick covcr soil 
including thc usc ()f vcnccr rcinforccrncnt. 
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尻の押さえ盛土、ロ)覆土の法勾配をジオシン

セティックスの勾配より緩くしたテーパ型覆土

(Fig 20参照)、ハ)低強度の境界層の上に補

強を目的としてジオグリッドまたは高強度ジオ

テキスタイルを設置する意図的なベニヤ補強

(Fig 22参照)、ニ)ジオメンブレンの保護の

ためにその上あるいは下にジオテキスタイルが

敷かれていたり、クレイライナーの上にジオテ

キスタイルかジオメンブレンが設置されたり、

クレイライナーの上に多層構造のジオシンセテ

ィックスが設置されるなど、結果的に幾分かの

補強が期待できる意図的でないベニヤ補強の4

つの対策の効果について、計算例を紹介しなが

ら考察を述べられた。

紙面の都合で詳細は論文に譲るが、結論とし

て、表-1 (Table 1)が示され、 18.4度の傾き

をもっ法長30mのジオシンセティックス上に設

置された厚さ30cmの覆土(安全率FS=1.25の比

較的安定度の低い標準タイプ)の安定度に及ぼ

す各種外的要因の影響や、上記のような各種対

策の効果が要約された。

これによると、重機が斜面を登るときの安定

度の低下は小さいが、下るときは安定度がかな

り低下する。また、浸透水や地震力の作用によ

り、安定度は大幅に低下する。一方、対策の効

果については、押さえ盛土は土量にもよるが安

定度を増加させる。テーパ型覆土の効果は、押

さえ盛土より大きいと思われる。この両者は、

いずれも法先に用地を必要とするが、それがか

なわないときはベニヤ補強が考えられる。

安全率の推奨値としては、表-2 (Table 2) 

のように、構造物のサービスタイムが長いほ

ど、また重要度が高いほど安全率のランクを高

くする必要があり、そのランクと廃棄物の種類

に応じて表-3 (Table 3)のような静的安全

率の目安が示された。
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表-1

Table 1. Summary of numeric exumples givcn in this papcr 
for different slopc stabilily sceliarios. 

Exam- Situation 01' Contro1 Scenarios Scellarios 
p1e No. condition FS司va111e dccrcasing incrcasing 

FS-vallles FS・values
standard 1.25 
example事

2a 巴qutpmenl 1.24 
up-slope 

2b equipment 1.03 
down-slo巴

3 seepage 0.93 
forces 

4 setsmlc 0.94 
forces 

5 loe 1.35-1.40 
(buttress) 
berm 

6 tapercd 1.57 
coversoil 

7 veneer 1.57 
reinforce-
ment 
(intentional) 

8 veneer varics 
reinforce-
ment (non 

出盟国~
• 30 m long slopc at a slope ang1c of 18.4 deg. with sandy covcr 
soil of 18.4 kN/m3 dry unit weight with中=30ιIcg. and thickncss 
3似)mm p1aced on an IInderlying g巴osynthcticwith a frictillll 

angle O =22 deg. 

表-2

Tahlc 2. Qualilalive rankings for global factor-of-safety 
valucs in pcrforming stability analysis of final cover 
systcms， aftcr sonaparte and scrg (1987). 

Duration→ Temporary Permancnt 
!Conccrn 
Noncrilical Low Moderate 
Critical Modcratc High 

表-3

Table 3. Recommendcd global factor-of-safety values for 
static comlitions in performing stability analyses of final 
cover systcms. 

Type of W nstc→ Hazard- Non- Aban- Waste 

↓Ranking 。uswastc ha7.ardous dondcd pilcs and 
wastc dumps leach pads 

Low 1.4 1.3 1.4 1.2 
Mmlcratc 1.5 1.4 1.5 1.3 
High 1.6 1.5 1.6 1.4 


