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6月3日(水)に土質工学会講演会(高知)内の特別講演として、 Prol.Koernerによる

『ジオシンセティックの普及のための技術的課題』と題したレクチャーが福岡正巳支部長の

司会で行われた。

Prol. Koernerは、 DrexelUniversityの教授で、かっ同大学内GeosyntheticResearch 

Institnte(略称GR1)の所長という要職にある。また、北米ジオシンセティック学会の前

会長をご経験されており、ジオシンセティックの研究においては北米での権威の一人である口

今回、イギリスネトロン社のマーサー会長の基金による「マーサーレクチャ -Jを日本で

行うこととなり、国際土質基礎工学会と国際ジオテキスタイル学会の選出を受けて初来日と

なった。

今回の講演は、ジオシンセティックの利用に関する緒問題について、今後の土木工学での

利用の上で重要となる項目であった。以下、内容の概略(主に3項目)を示すこととする。

1) ジオテキスタイルのフィルタ 機能について

比較的薄いジオテキスタイルが、従来の約30cm厚さの砕石や砂などで形成されたフィルタ

一層に置き換えられるようになってきた。その利用は1960年からであり、ヨーロッパでは不

織布が、北米では織布が各々主製品であった。昨今多くの形態のジオテキスタイルが開発さ

れ、種々の土，水理条件下でフィルタ 材として使われ出してきた。これらの利用に際して、

設計において下記に示す3つの不可欠な条件が満たされなければならない。

a)ジオテキスタイルは適切な透水容量を持っているか。

b)パイピング等による土粒子の損失を最小限に防げるか。

c)長期にわたり、水流の状態の均衡を保てるか(日詰まり等生じないか)。

この 3つの設計条件の中、最もその特性を評価しにくいのは、 3)の長期安定性であり、今

までにも多くの研究がなされてきたが、最近のものを集約すると別表 1の5種類となり、

ここに紹介する。最良のものを唯一つに絞ることは難しく、各々一長一短である。

一方、ジオテキスタイルのフィルターとしての実際の使用の中から、新たに以下の様な注

意事項が明らかとなってきた。

・シルトや粘土に含まれる微粒子に対するフィルター効果

.微生物の日詰まり

・水理条件として、繰り返しの流れや可逆流あるいは水頭が極端に高いか低い場合

.施工時におけるジオテキスタイルの敷設状況

これらの諸問題についても、今後の研究課題となるであろう。

2)ジオシンセティックのクリープと応力緩和

設計において、ある荷重下でのジオシンセティックの経時変化を知ることは大変重要であ

るo 例えば補強土に使われるジオテキスタイル，ジオグリッドでは、クリープ特性が大変重

要であり、一方、造成地の斜面や起伏のある面に敷設されるジオメンブレンの応力緩和が重
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要な関心事であるD

別図-1は、クリープと応力緩和の現象を示したものであり、実際にはこれらの2現象は

相関を持っているロジオシンセティックのクリ プ特性に関する最近の課題は、

・ジオテキスタイル(特に不織布について)のクリープ挙動の拘束の効果を評価する手法が

望まれている口

・温度上昇の影響についてはデータも十分ではなく、地表面近くや、その他熱源のそばで補

強土に使われるジオグリッド，ジオテキスタイルには重要な問題であるo

・驚くことにジオメンブレンのクリープについて発表された文献がない。

一方、応力緩和現象は、産業廃棄物処理場等の斜面に敷設したジオメンプレンに生じる。

最初は土や廃棄物を投入し、それらとのセン断力を介して張力が作用しクリープとなり、変

形が終了した後より応力緩和現象に移行する。簡単に言うと、クリープの終りから応力緩和

が始まる。しかし、その境界を明瞭化することは困難である。

これら 2つの現象は一般に同時に起きるものと考えられる。ジオシンセティックの応力緩

和現象を明らかにすることは将来の研究の焦点であり、クリープに加えて応力緩和の拘束力

や温度上昇の影響を明らかにしておく必要がある。

クリープと応力緩和現象をモデル化、さらには理論化して、技術者や施設の管理者に信頼

をもった設計法を提示してし、かなければならない。

3)ポリマーの劣化によるジオシンセティックの寿命

ジオシンセティックを使用するほとんどの場合で、ジオシンセティックの原料となるポリ

マーの劣化が問題となる。

劣化現象のメカニズムを明らかにし、ポリマーを安定させる手法を探るとともに，特にユ

ーザーに対してはジオシンセティックの寿命を提示することが重要である。

別表 2に寿命予測の方法を示すが、アレニウスモデルによる寿命予測が最も広く受け入

れられている方法である。 GRIにて試験を実施したところ、高密度ポリエチレンの寿命は

400年以上であると推定することができた。

以上、主項目について記述したが、さすが最新のジオシンセティックの研究所だけあって、

評価精度の高い試験装置には驚かされるものであった。改めて日本にもこの様な公的試験施

設の必要性を感じた。

円，，anT 



別表-1

Methods Used to Assess Long-Tenn Flow Rate Equilibrium ofGeotextile Filters 

Me出吋 Principle Advantages Disadvantages 

1. Long-Tenn Flow仏宵〉 Flow downward through • Slraightforward tcst印刷p • Long limc for cquilibrium 
soil and geotextile at • Simple measu陀ments • Biologica1 growth in system 
constant head to measu陀 • Di陀ctconc1usions • Uncontrolled stress 
f10w rate over time conditions 

2. Gradient Ratio (GR) Flow downward through • Corps ofEngineers initiated • Air in piezometer同bes
soil and geotextile at • ASTM Standard D5101・90 • Requires time for fine grained 

40』0 constant head to measu児 • Rapid results as originally soils and nonwoven geotextiles 
hydrau1ic gradients dcveloμd • Uncontrolled stress conditions 

3. Hydraulic Conductivity Tri以 ial戸rmeameter • Control1ed stress conditions • Rcquircs triaxial soil permeamcter 
Ratio (HCR) without， then with， geotextile • Back p児 ssuresaturation • Requires lime to establish f10w 

to c心ωlatea 戸rmeabi1ity possible equilibrium 
rallO • Integrated into design model • Relatively new technique 

4. Fine Fraction Fi1tration (F3) Slurry of the fine po凶onof • Fines are examined di陀ctly • Not陀P陀sentativeof entire soil 
soil is directed at g∞textile • Soil piping readily assessed • High hydraulic conditions 
to note f10w rate behavior • Rapid results • Very chal1enging index test 

5. D戸amicFiltration (D町 Sluπy of soil is added to • Simulates hydrodynamic loads • Not陀P陀sentativeof many 
saturated geotextile system • Soil can cover geotextiIe or situations， nor of entire soil 
underd戸訓icconditions be in-isolation • Test selup quite complex 
to note f10w rate behavior • Rapid 問sults • Very new index test 
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(a) Creep Test Setup and Generalized Response Curves 
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(b) Stress Relaxation Test Setup and Generalized Response Curves 

Schematic Diagrams and Typical Response Curves of Creep and Stress 
Relaxation Responses of Geosynthetic Materials 
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Lifetime Prediction Methods Used for Polymeric Materials 

Method 

1. Stress Limit Testing 

2. Rate Process Method 

Principle 

Capped pipe sections釘-etes低d
at various press町 esuntil 
failure occors. 

Capped pipe sections (ei出er-
as-received or notched) tested 
at various pressures and at 
elevated temperatu児 suntil 
failure occurs. 

3.H∞chst Multiparameter Creep and stress rel鉱 ati∞
Approach data are superimposed with 

field s官ainvalues to estimate 
lifetime. 

4. Arrhenius Modeling High temperature incubation 
under site specific conditions， 
then use of curve fitting to 
obtain equivalent lifetime. 

Advantages 

• ISO， Dutch and ASTM have 
standard test methods 

• results in design pressure 
for a specific lifetime 

• factor-of-safety is applied 
ωthe design pressure 

• can be adapted to geosynthetics 
• results in ductile-brinle 
ttansition curves at each 
temperature 

• desired lifetime is prescribed 
and allowable stress (wi出
FS) is obtained 

• applicable to geosynthetics 
• challenges polymer in 
numerous stress states 

• includes field data 
・αnpossibly incorporate 

民 ams

• applicable to geosynthetics 
• allows for complete 
simulation of field conditions 

• all polymers can be evaluated 
・伺npossibly incorporate seams 

Disadvantages 

• used only for plastic pipe 
• must know s汀essstate 
and magnitude 

• failure times are very 
long at ambient temperature 

• data must be extrapolated 

• relates to polyolfins only 
• requires curve fitting 
(extrapolation) to obtain 
ambient temperature data 

• accelerating wetting liquid 
is sometimes used 

• applied to HDPE only 
• requires considerable 
laboratory data 

• monitoring field s汀ainsis 
almost impossible 

• difficult test setup 
• assumes linear activation 
energy 

• long test time required 
• data must be ex町apolated

別表-2


