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1 .はじめに

ポルトガル地盤工学会と国際地盤工学会の共催により、 「第 3回環境地盤工学に関する国際

会議J が1998年 9 月 7 日 ~11 日の 5 日間の日程で、リスボンの国立土木研究所 (LNEC) にて

開催された。この会議は国際地盤工学会が定期的に開催する重要なイベントのーっとされており、

第 1回目は1994年 7月にカナダのエドモントン市で、第2回目は1996年11月に大阪市で開催され

ている。今回も汚染地盤に関する環境評価、汚染地盤対策、廃棄物に関する試験調査等について

156編の発表論文が採択され、 34カ国より264名が参加した。また、あわせて国際地盤工学会の技

術委員会TC5 (環境地盤工学)の活動状況の報告(1994'"1997年)も行われた。筆者らも自身

の論文発表と海外の研究情報の収集を兼ねて、本会議に参加する機会を得た。会議全体の開催状

況については、既に「土と基礎 (1998年2月号)Jの誌上で嘉門、西垣両教授からの報告 1) をご

覧になりご存知の方も多いかと思う。本稿ではそのなかで、国際地盤工学会の技術委員会TC5

:環境地盤工学の活動状況(1994'"1997年)の報告2)をもとに、ジオシンセティックスの適用用

途の一つである、廃棄物埋立処分場の環境影響防止対策に関連した研究動向の紹介を行いたい。

2. TC  5の活動概要

国際地盤工学会のTC 5 (第 5技術委員会)

では、地盤工学のなかでも環境分野の問題を

幅広く取り上げている。 1994"'-'97年の活動プ

ログラムは、表-1に示すとおりであり、各

テーマごとにsC (小委員会)を設け、主要

メンバー問で作業分担しながら、研究成果の

とりまとめを行っている。今回の会議では、

「廃棄物埋立処分場の地盤特性JI廃棄物埋

立処分場の構造仕様JI凌諜土及び建設汚泥

の利用による地盤環境への影響JI他産業廃

棄物の利用による地盤環境への影響Jなどを

中心とした報告がなされたD

3. 廃棄物埋立処分場の地盤特性について

表-1 TC  5の活動プログラム
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廃棄物埋立処分場の設計にあたっては、その内容物の構成・物性・力学特性などの把握が不可



欠である。表ー 2は世界10都市における、埋立処分場の内容物の重量構成率を整理した研究成果

であるが、内容物はいずれも多種にわたり、その構成比も地域性が強い結果となっている。

表-2 世界の各都市における埋立処分場の内容物の重量構成率
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物理特性や力学特性については、土と同様な取り扱いが妥当と思われない内容物も含まれてい

るが、粒径分布については、処分場の供用にともなって内容物の腐敗や分解等が進行し、粒径加

積曲線が細粒側にシフトする等の研究報告があった。埋立地盤の透水性については、各国の研究

者の実験・観測値を総合すると、概ねきれいな細砂に相当する10"5m/s程度ではないかとの見解

が示された。また、埋立地盤の造成では沈下特性の把握(とりわけ不同沈下防止の観点から)が

不可欠であるが、内容物の初期単位体積重量や間隙比、腐敗性の内容物の構成量、埋立地盤層厚、

載荷履歴、浸出水の水位レベルと変動、地盤内の温度・ガスの存在など環境要素が複雑に絡んで

いることから、沈下曲線の予測は非常に困難である。しかしながら一方で、一次元圧密理論にも

とづく圧縮応力一ひずみ曲線、 e-log p曲線などを求める室内試験の適用が試みられており、

載荷後の比較的短期間に発生する一次圧密が、最終沈下量の70%以上を占め、極めて重要な意味

を持つ等の見解も得られている。

埋立地盤の地盤強度(安定性の検討の際に必要)については、表層地盤に対する平板載荷試験

デー夕、鉛直応力増加にともなうヤング係数の硬化現象を示す圧縮試験デー夕、弾性波 (S波)

速度試験による地盤強度デー夕、上載荷重に応じたモールクーロン破壊規準の提案例などの成果

が紹介されている。

4. 廃棄物埋立処分場の構造仕様について

4-1 遮断の考え方について

廃棄物埋立処分場の大きな構成要素として、底面の敷土遮断層、側面の遮断層、表面の覆土遮

断層の 3者が挙げられている。また、遮断に当たっては、図-1に示すように、遮断層両側の水

頭差、両側の汚染濃度差などを考慮し、 3パターンを想定するのが一般的との紹介があった。図

中 1番上のパターンは汚染物質の濃度分散のみが問題となるケース、 2番目は濃度分散に相乗す

るかたちで移流が加わるケース、 3番目は濃度分散とは逆向きの移流が加わるケースである。

-2-









4-4 側部の遮断壁について

現在、ヨーロッパ諸国では、表-3(1)のようなものが主流となっているが、今後は単位体積

重量が大きく、汚染に対する耐化学性も高い表ー 3(2)のようなものの適用が望まれる。

表-3 側部遮断壁の仕様について

(1) 仕様-1 (2) 仕様-2

bentonite (Na) 3.5 % bentonite (CA) 14.5 % 
cement 17.5 % cement 7.5 % 
water 79 % water 73 % 
water/solid 3.7 % 2.7 % 
density 1.150 kg/m3 

coefficient of permeability 
in laboratory 10ヲ to10-10 m/s 

5. その他

その他、今回のTC5の活動内容として、、凌諜土

及び建設汚泥の利用による地盤環境への影響や、他

産業廃棄物の利用による地盤環境への影響について

の報告があった。

前者の凌諜土及び建設汚泥の利用については、 E

U諸国では農業用土壌としての再利用が進められて

おり、再利用のための指針が作成されている。また、

有害物質を含む波深土や建設汚泥に対しては、汚染

a. cement-free 

silicone reagent 
including water 
sand and gravel 
powered c1ay 
f1y ash 
water/solid 
density 
coefficient of permeability 
in laboratory 

b. with cement 

cement 
powered c1ay 
coal fly ash 
additives for 
increased adoption 
capaclty 
water 
water/solid 
density 
coefficient of permeability 
in laboratory 
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レベルに応じた安定型ないし遮断型の処分の方法が規定されている。後者の他産業廃棄物の利用

については、廃タイヤの事例が紹介されており、道路の軽量盛土体、補強盛土材などのほかに、

タイヤのゴムを廃棄物汚染が進行している土地での、遮水材としての利用用途なども提案されて

いる。

6. おわりに

ジオシンセティックスの利用用途については、土木構造物の補強材及び排水材、貯水池等の遮

水材にとどまらず、今後、我が国においても廃棄物埋立処分場、建設工事における地盤汚染対策

など、環境地盤工学分野への適用が進展していくものと思われる。透水性や力学強度に加えて、

ジオシンセティックス使用部での有害物質等の透過性、分散及び吸着特性の検討をはじめ、地盤

環境対策としての設計・施工法の検討などが不可欠になるものと考える。
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