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峯岸邦夫

1 .はじめに

第13回ジオシンセティックスシンポジウムが、平成10年12月3、4日の 2日間にわたり東京都

千代田区の中央大学駿河台記念館520号室において開催された。今回初めて開催期日を 2日間に拡

大して行われ、参加者は160名(正会員88、学生会員27、非会員45)、発表件数は40編で、昨年に

比べ参加者、発表件数ともに倍増となった。

シンポジウムは、龍岡文夫 IGS日本支部長のあいさつで始まった。初日の第 1セッションか

ら2日目の最終セッションまで各発表に対して積極的に討議が行われた。

また、特別講演として京都大学防災研究所教授嘉門雅史先生の「ジオシンセティックス水平排

水材の開発とその盛土への適用Jと題する講演があり有益かつ貴重なデータを披露していただい

た。

2. 発表および質疑の概要

今回は 2日間で8つのセッションに別れて発表が行われた。その発表論文および質疑の内容を

各セッションの副座長にまとめていただいたので以下に示す。

第 1セッション座長 中村和之(東急建設)、副座長:問 昭徳(三菱化学産資)

(1)高築堤軟弱地盤区間における補強盛土による線増工事の施工例:佐藤(東武鉄道) ・中野

鉄道の腹付線増を行うにあたって補強土工法を行った施工事例。この経緯、検討結果および施

工計画などが報告された。特に有機質シルト層・腐植土および凝灰質粘土からなる軟弱地盤対

策の検討および沈下計測などを報告された。重機の取り扱い、排水対策などが質疑応答された。

(2) ジオテキスタイルを用いた垂直補強土壁の施工事例:北本(鹿島建設) ・阿部・神木・山村

工事延長約600mの鉄道盛土区間における補強土壁工法の施工事例。施工中に生じた不具合や

その対応策について施工ロスの問題、排水の問題、コンクリート打設工、締固め管理、動態観

測などが報告された。排水対策の必要性、実際のロス率算出などが質疑応答された。

(3)北陸地区で実施した 4回の補強土実物大現場実験の報告:熊谷(真柄建設) ・横田・河合・

太田・山上

ジオシンセティックスの補強効果を確認するため、土の橋の逆勾配盛土について4度の補強

土実物大現場実験を実施、報告がされた。拘束圧を与えないと一体化しないこと、プレストレ

スを与えることによって拘束効果が高まることなどが報告された。ジオシンセティックスにプ

レテンションをかけたり、土の橋は、下層にジオシンセティックスを集中して敷設したらどう

か、などの今後の提案がされた。

(4)盛土法面補強工事の試験施工:横田(前田工繊) ・河合・太田・山上
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土を拘束する効果を向上させる意味でジオシンセティックスに垂直な方向に圧縮力プレスト

レスを加える方法があり、盛土法面工事を対象とした試験盛土工事を実施し拘束効果や施工性

などの報告がされた。

(5) GHD材補強粘性土高盛土の長期安定性:嘉門・赤井(大阪府産業技術総研) ・楠部・福田

粘性土を使い、高さ 10.Om、 1 : 0.6の勾配の盛土をGHD材で補強し実物大実験により長

期安定性が報告された。 GHD材のクリープ変位が見られないこととサクション変化など水分

条件も安定であることが報告された。 GHD材のクリープ係数について高い値ではないのかな

ど質疑応答がされた。

第 2セッション 座長:坂口昌彦(大成建設) ，副座長:赤井智幸(大阪府立産業技術総合研究

所)

(6)ジオシンセティックスを用いた落石防護擁壁の実物実験について:小畑(エイ・シイ・デ

イ) ・淵上・横田・野村・吉田

新たに考案、開発されたジオシンセティックスで築造された落石防護擁壁の構造や落石エネ

ルギーの吸収機構、および実物落石実験の結果について報告され、開発に至った動機について

質疑応答があった。

(7)繰返し走行荷重を受けるジオセルの支持力補強効果:萩尾(日本大) ・巻内・峯岸

ジオセルの補強効果に関し、充填材料の状態量の違いによる影響や、繰返し走行荷重による

沈下量と走行回数の関係および支持地盤の違いによる影響について、材料特性の異なる 3種類

のジオセルを用いて野外試験を行い比較検討した結果について報告があり、より縦剛性の強い

材料を用いた場合の効果について質疑応答がされた。

(8) プレ口ーディド・プレストレスト補強土の現場計測結果と設計法・施工法の提案:内村(東

京大) ・龍岡・古関・舘山・古賀

プレローディド・プレストレスト (PL・PS)補強土工法の初の実施工例として建設され

た鉄道橋の橋脚に関し、その長期計測と列車通過時の計測結果から、 PL・PS補強盛土の長

期耐久性・短期の変形特性について検討した結果について報告があり、フレストレスをかける

時の周囲の条件や方法について、また、設計時の補強材強度を求めるための引張試験方法に関

して質疑応答があった。

(9) プレローディド・プレストレスト補強盛土の繰返し荷重に対する変形特性:篠田(東京大)

-内村・丸山・龍岡

PL・PS補強土構造物を模擬した小型模型を用いて圧縮繰返し試験を行い、構造物自体の

変形特性を実験的に検討した結果について報告があり、クリープ載荷時にどの程度の時間クリ

ープ荷重をかければよいか等、クリープ載荷や繰返し載荷の詳細について質疑応答があった。

(10)補強高含水比粘性土の変形特性に対する PL・PSと締固めの効果:慮(東京大) ・龍岡

-内村・吉村

不織布と織布からなる複合材を用いて補強した高含水比高飽和度粘性土の小型平面ひずみ圧

縮試験、ならびに中型締固め模型試験の結果、高含水比で高飽和度の粘'性土でも、大きなプレ

ロードを加えることによって、非排水せん断時に大きな初期剛性とピーク強度が得られるとの
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報告があった。

第 3セッション 座長:今泉繁良(宇都宮大学)，副座長:小島謙一(鉄道総合技術研究所)

ジオシンセティックスの新しい適用法に関する基礎的な実験などが多く示されており、今後の

現場への適用が大きく期待されるセッションであった。

(11)各種ジオシンセティックスの急勾配補強盛土 1g模型実験による排水・補強機能の比較:

棚橋(長崎大)平井・安原・陶山・西村・東

複合補強材が持ち合わせている排水効果と補強効果を、ジオグリッドや不織布との比較模

型実験を実施して検証した内容が報告された。今回の実験が関東ロームに限ったものであった

ため、実験の土質における前提条件や、使用したジオシンセティックスの強度や透水係数など

の物性について討議がなされた。

(12)海岸崖侵食に対するジオシンセティックスの適用に関する模型実験:安原・村上・金津(茨

城大) ・安藤

ジオシンセティックスの新しい適用法の lつとして、海岸における崖侵食対策工に採用する

ことを提案し、模型実験を通してその効果を検討した内容が示された。ジオシンセティックス

を前浜砂の下に敷設し、更に砂の上にはジオシンセティックスによるフィルターユニットを設

置したものがもっとも効果が高いことを示した。ジオシンセティックスの適用分野拡大の lっ
として期待されるものであった。

(13)袋詰脱水処理工法の概要とジオシンセティックスに求められる機能と役割:車田(五洋建

設) ・三木・藤井・高橋

近年問題となっている波凍土砂の新しい処分法として、ジオシンセティックスによる袋を用

いた工法の紹介であった。ここでは，設計法、数値解析、模型実験による効果の検証、実物大

実験と実施工に関しての一連の検討が示されており、ジオシンセティックスの用途拡大という

点において今後の展開が期待される報告であった。

(14)スパンボンドを用いた補強盛土の新しい設計に向けて:山下・佐藤(テクノソール) ・飛口

-阪田・岡崎・長谷川・西村

農耕地における畦畔盛土の設計に対して、限界状態設計法を導入する際の概念、検討手法な

どについて紹介された。特に、地震時においては従来と異なりニューマーク法による滑動変位

計算から求めた変位量で性能規定を行う手法が採用されている。今後の補強盛土設計に対する

1つの考え方を示しているものであった。

(15)ジオテキスタイルフィルタのフィルダムへの適用性評価について:三木・古田(建設省土木

研究所)

ロックフィルダムのフィルタゾーンの代替えとしてのジオシンセティックスの適用性を、モ

デル化した模型実験により検証した。試験は、材質、厚さ、強度などが異なる 6種のジオシン

セティックスで行っており、それぞれの材料における効果の検討結果が示された。討議は、実

験における圧力の影響や実用化に対しての問題点などについて議論が交わされた。
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第4セッション 座長:熊谷浩二(前田建設工業) ，副座長:内村太郎(東京大学)

(16)ジオメンブレンの応力緩和特性に関する研究:坪井(宇都宮大) ・今泉・宮地

廃棄物最終処分場に設置されるジオメンブレンの、応力緩和後の引張り特性を、要素試験

により実験的に求めて、応力緩和で応力が減少しでも、その後引張り載荷を再開すれば、応

力は弾性的に急激に増加し、応力緩和前の応力・ひずみ関係に戻ってしまうことが報告され

た。そのため、応力緩和の分だけ応力を低く見積もる、従来の設計法では、危険側の判断に

なることが指摘された。

(17)ジオメンブレンの突き刺し抵抗性に関する研究:宮地(東洋ゴム工業) ・坪井・今泉

最終処分場に設置されるジオメンブレンの突き刺し抵抗性について，貫入棒の突き刺し試

験を行った結果から、ある貫入量における、ジオメンブレンを敷設した地盤の貫入抵抗は、

ジオメンブレンのない地盤の貫入抵抗と、空中に浮かせたジオメンブレンの貫入抵抗の和に

なることが報告された。また、各種のジオメンブレンの貫入抵抗の比較についても報告され

た。

(18)廃棄物処分場を対象とした自己修復性しゃ水シートの開発(その 3) :阿部・土弘(鹿

島) ・中村・三宅・西国・青野

最終処分場に設置されるジオメンブレンに、水分により膨潤する自己修復ゴム層をもっ

シートを用いて、破損個所が自動的に修復・止水される工法の、室内・野外実験、現場での

実施例が報告された。

(19)最終処分場におけるジオシンセティックスクレイライナーに要求される品質規格と施工

例:古賀(豊順洋行) ・高橋

最終処分場に設置されるジオメンブレンに、ベントナイト等の自己修復層をもっシート

を用いて、恒久的な遮水機能を維持し、破損時に自動的に修復・止水する工法について、シ

ートの持つべき品質の検討を行った。また、このシートを用いた施工例が報告された。

(20)基盤の局所沈下を受けるHDPEジオメンブレンの挙動に関する模型実験:野本(宇都宮

大) ・今泉・阿部

最終処分場で保護層の上に設置されるジオメンブレンが、保護層の下の基盤が不等沈下し

たときに受ける引張り張力について、模型実験を行い、既存のモデルとの比較を行った結果

が報告された。実験結果と、モデルによる計算結果とは、一部の条件の場合を除いて、一致

しなかった。

第5セッション 座長:阿部裕(鹿島)、副座長:峯岸邦夫(日本大学)

(21)ジオネット置換工法における設計法の提案:今西(大阪土質九州地盤研) ・落合・大嶺

ジオネットを用いた強制置換工法(ジオネット置換工法)において、第12回ジオシンセテ

ィックスシンポジウムの際に提案された算定式を基本に、本工法の新しい設計の考え方を提

案しその設計手順についての紹介が有り、敷設幅の算出の基準や使用するジオネットの伸び

についての質疑応答がされた。

(22)複合ファブリックの排水・補強両機能を考慮した急勾配補強盛土:棚橋・和久田・陶山

(長崎大) ・安原・西村・平井
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複合不織布の排水および引張補強の両効果を同時に考慮した設計法の提案があり、盛土高

20mまでは施工可能でより経済的な設計が可能であり、施工過程をイメージしながら安定性

の判断を行うことができるため、工程管理を考慮に入れた設計法が容易にできるとの報告が

あった。

(23)剛壁面補強土壁工法の仮抑え材と壁面構造に関する検討:員瀬(鉄道総研) ・舘山・大村

-伊藤・小林

仮抑え材として土のうに代え、 L型に曲げ加工した一般的な溶接金網を用いた補強盛土構

築についての実物大の模型実験から、転圧による変形や盛土荷重による圧縮破壊の検討を行

いその結果について報告があり、施工時の仮抑え材の水平方向への変形許容量や配筋の方法

についてどのように考えているかなどの質疑応答が行われた。

(24)弾塑性FEMによるジオグリッド補強砂の平面ひずみ圧縮破壊の解析:彰(東京大) ・小

竹・平川・岡嶋・龍岡

弾塑性FEMにより補強材の総剛性、平面表面積率、境界面の等価表面摩擦角の効果およ

び補強砂の体積変化特性と実際の三次元状のグリッド状補強材の平面表面積率と二次元平面

ひずみFEM解析での砂の境界面の摩擦角の定量的関係の検討を行い、その結果について報

告があった。

(25)不織布で安定化された粘性土盛土の安定解析法:宮田(防衛大) ・木暮

排水層が配置された粘性土盛土の安定性を妥当に評価するための解析手法として極限解析

法を検討し、排水層の配置条件が盛土の安定性に及ぼす影響を計算で調べその結果について

報告があり、解析の際に変形をどのように扱っているかなどについて質疑応答がされた。

第6セッション 座長:古関潤ー(東京大学)、副座長:中村努(苫小牧高専)

(26)補強材の敷設による盛土構造物の液状化被害軽減効果に関する検討:小嶋(福井大) ・山

下・笠原・横田・丸尾

液状化の発生が予測される地盤上の盛土構造物を対象として、模型地盤の加震実験から効

果的な補強材の敷設方法について報告があり、補強盛土の規模を想定し破壊後の復旧のため

のコストを考慮した設計法の必要性等について質疑応答がされた。

(27)補強材の敷設によるケーソン護岸の液状化被害抑止効果に関する検討:角川(前田工繊)

-板垣・小嶋・丸尾

護岸および埋立地盤の液状化時の挙動の把握と、ケーソンおよび周辺地盤に設置したジオ

シンセティックスの敷設方法の違いによる補強効果について報告があり、試験装置のサイズ

の影響、境界条件と入力波の周波数の決定方法等について質疑応答がされた。

(28)補強盛土の動的変形抑制効果:北本・吉田(鹿島) ・鬼木・藤崎

遠心場において加震実験を行い、その結果から水平補強材の有無および配置形状が盛土の

地震時挙動に及ぼす影響について報告があり、加震時の無補強の場合のり面部の水平変位と

表層すべりについて質疑応答がされた。

(29)剛壁面補強土壁の大規模地震時の安定・変形解析:堀井(複合技術研究所) ・舘山・古関

-龍岡
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剛壁を有する補強土壁の大規模地震動に対応した安定性ならびに変形性に関する実用的な

解析法を提案し、大規模地震動に対する耐震性について報告があり、基盤の挙動に関しての

質疑応答がされた。

(30)プレローディド・プレストレス (PL.PS)補強盛土の水平方向変形特性に関する検討

:杉村(東京大) ・篠田・菊池・龍岡・内村

プレローディド・プレストレスト (PL・PS)補強盛土の小型模型を用いた振動台実験

の結果から、 PL・PS補強土構造物に水平方向の繰り返し載荷に対しても優れた変形特性

をもたせ得ることが出来、また土構造物の固有振動数を考慮することの重要性についても報

告された。

第 7セッション 座長:巻内勝彦(日本大学)，副座長:宮田喜寄(防衛大学校)

(31)太径棒状補強体工法に用いる FRP口ッドの性能:浜田(クラレ) ・河村・浦川・吉田・

田村・舘山

地山補強土工法である太径棒状補強体工法において，そのソイルセメント柱状体軸芯に用

いるビニロン製中空FRPロッドの基本的な材料特性(引張り強度、コンクリート定着力な

ど)が報告され、ビニロン繊維と FRPロッドのクリープ速度の関係について質疑応答が交

わされた。

(32)土中端の固定条件がジオグリッドの土中変形挙動に及ぼす影響:中村(苫小牧高専)

三田地・池浦

ジオグリッドの土中端が固定された場合のジオグリッドの土中変形挙動の推定式が提案さ

れ、ジオグリッドの剛性および敷設長を変化させて行った計算結果が報告された。その中で、

土とジオグリッドの摩擦特性の評価法について質疑応答が交わされた。

(33)補強土の定圧及び定体積直接せん断特性:郎(東京大) ・龍岡，内村

補強材の縦剛性、土との接触面積、表面まさつ特性が、補強砂のせん断特性に及ぼす影響

が報告され、群杭効果に対応するような実験結果について質疑応答が交わされた。

(34)ジオグリッド補強土構造物の拘束効果と補強材形状について:河村(九大) ・落合・平井

ジオグリッドの補強効果は補強材の引張り力に起因する効果と土の変形を拘束する拘束効

果によるという考えが実験結果に基づき報告され、試験装置の概要や着目した応力状態やひ

ずみレベルの大きさについて質疑応答が交わされた。

(35)補強土におけるジオシンセティックス拘束補強のメカニズムとその評価:川口(日本大)

-巻内・峯岸

補強材と土の摩擦に起因する拘束応力増分の評価法が示され、その妥当性を検討した実験

結果が報告された。その中で、著者らが検討している拘束補強の概念について質疑応答が交

わされた。

第 8セッション 座長:舘山勝(鉄道総合研究所)、副座長:横田善弘(前田工繊)

(36)粘性土と複合ジオテキスタイルのせん断摩擦特性:宮田・ナタブームシーペット(防衛大)

・木暮
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粘性土(赤城ローム、木節粘土)と複合ジオテキスタイル(織布+不織布)のせん断摩擦

特性を定体積一面せん断試験を実施して調べ、有効応力評価に基づく土とジオテキスタイル

のφ'は土単体とほぼ等しく、全応力評価に基づく土とジオテキスタイルのφuは土単体よ

り大きくなることが報告された。また、赤城ロームでは士単体よりもジオテキスタイルがあ

る場合の方が膨張性のせん断特性を示すことなどが報告され、土の履歴(締め固め状態)に

よる違いについて研究がなされているかなどの質疑応答がなされた。

(37)短繊維混入補強土のファイパー表面組度が力学特性に及ぼす影響:巻内・峯岸・渡辺・仲

原(日本大)

非粘着力性の豊浦砂と粘着力成分を有する混合土に表面組度の異なる短繊維を混入し、一

面せん断試験と一軸圧縮試験を実施することにより強度特性と変形特性を調べた結果、強度

補強率は繊維混入量が多くなると増加し、表面粗度が大きい繊維の方が最大せん断強さ、残

留強度、変形追従性が高まることが報告され、試験精度や供試体の作成方法などについての

質疑応答がなされた。

(38)短繊維混合補強土の特性と現場適用事例:三木・藤井(建設省土木研究所) ・藤木・小畑

-加津・増井

建設省土木研究所らによる共同研究の中で力学試験などの各種試験が実施され、短繊維混

合補強土の強度・じん性などの力学特性、降雨などに対する耐浸食性、植生根の引抜き抵抗

などが向上することが報告された。また、堤体の補強、法面の被覆などの現場での適用事例

についても紹介され、現場での繊維の混合方法・管理方法などについての質疑応答がなされ

た。

(39)乾式壁面施工方法を適用したジオグリッド補強土壁の動態観測と解析手法:樋口 (U.S.コ

ンサルタンツ) ・伊勢田・木村・本間，川口

乾式壁面施工法を用いたジオグリッド補強土壁の安定性を確認するため、高さ 8mの盛土

を構築し、ジオグリッドに発生する張力、壁背面土圧などの動態観測を約 1年間実施した結

果、盛土天端の沈下や壁面変位は40醐以下で壁背面士圧やジオグリッドの張力も安定したこ

とが報告された。また、試験盛土の一部をモデル化し、摩擦係数を考慮できる二重節点法を

用いた有限要素法解析を試み、補強土壁の変形解析に適用可能であることが確認されたが、

壁面材の地震時の安定性や解析手法(ジョイント要素)について質疑応答がなされた。

(40)壁面に箱型擁壁を用いたジオグリッド補強盛土の挙動:平井(三井石化産資) ・大谷

盛土高さが 8mの実際の道路盛土で採用された箱型擁壁工法とジオグリッドによる土圧低

減工法を併用した施工現場においてジオグリッドの張力・壁面背面の土圧・変位などの動態

観測を行い併用工法の効果の確認と現設計方法との比較を行った結果、設計で設定したジオ

グリッドの土圧低減効果が十分に発揮されていることとジオグリッドに発生する張力と設計

引張り強さがほぼ一致した値であることが報告され、壁面背面の土圧やパイプゲージの計測

技術などについて質疑応答がなされた。

3. I GS日本支部賞表彰式および懇親会

今年度から新たに 1G S日本支部賞 CJC-IGS論文賞および JC-IGS奨励賞、 JC-
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IGS技術賞、詳細は、技術情報Vol.14， No. 2を参照いただきたい)が設けられ、第 1日目の論

文発表終了後、同会場において表彰式が行われた。

まず、日本支部表彰委員会の赤木俊允委員長より賞の設立までの経緯と選考過程、各賞の受賞

理由が説明され、龍岡文夫日本支部長より各賞受賞者に表彰状と盾が授与された。栄えある第 l

回の受賞者は、次の通りである。

JC-IGS論文賞

受賞者:内村 太郎氏(東京大学)

論文タイトル: rプレローディド・プレストレスト補強土の現場計測結果と設計法・施工法

の提案」

受賞理由: 本論文は、プレロードとプレストレスにより補強盛土の剛性を高め、橋脚など

大きな荷重を受けかつ変形を小さく押さえる必要のある構造物にも適用可能とい

うことで、著者らのグループ。がかねてから提案しているフレローディド・プレス

トレスト (PL・PS)補強土工法に関し、橋脚の実施工例での計測結果から、 PL.PS

補強盛土の長期耐久性と短期変形特性を検討している。さらに、剛性を長期間維

持する方法や施工性の改善の観点から、設計・施工上工夫すべき点を考察してい

る。このように、本論文は独創的な発想で提案されたPL.PS補強盛土工法を単に

研究室レベルにとどまらず、実施工での検討も行い、設計・施工への提案まで行

っているため、実用上の意義も大変高い。論文の構成は適切で、論旨も明快であ

る。したがって、論文賞に十分値する。

JC-IGS奨励賞

受賞者:河村 隆氏(九州大学)

論文タイトル: rジオグリッド補強土構造物の拘束効果と補強材形状についてJ

受賞理由: 本論文は、ジオグリッドの補強効果として、単に補強材に発生する引張力の

みではなく、ジオグリッドが周辺の土の自由な変形を拘束し、その結果として

作用拘束圧を増加させるという拘束効果の確認と定量的評価法を引張力と拘束

圧を一定に保ったまません断できる特別な一面せん断試験装置を用いて実験的

に検討している。そして、補強効果に影響する要因の中でも特に補強材形状に

着目して調べている。これらの試験より、補強材の引張力に起因する強度増加

と引張力に影響されずに補強材が土に付加的に与える拘束圧に起因する強度増

加を分離して評価している。そして後者の拘束効果は、土の密度が高いほど、

また単位面積当たりの目合いの側面積である形状係数が大きいほど、高くなる

ことを示している。このように、ジオグリッドによる補強のメカニズムの検証

を試みており、非常に興味深い研究である。したがって、内容的に奨励賞に十

分値する。

JC-IGS技術賞

受賞者:電源開発(株)、研究代表者は清水秀昭(現:掛電発環境緑化センター)、池口

幸宏両氏

技術報文タイトル: r海水揚水発電技術実証試験パイロットフラント上部調整池表面遮水
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工への合成ゴムシートの適用j

受賞理由

新規性: 本論文では、海岸線に沿った標高150m付近の台地上に掘込み式の上部調整池

を築造し、下部調整池を海として地下約150m'ご設ける発電所で、最大出力30MWの

発電を行うパイロットプラントの建設に際して、上部調整池表面遮水工に合成ゴ

ムシートを適用した例について詳細に記述している。表面遮水工に合成ゴムシー

トを選定するに際して、耐久性試験、耐海水性試験、海性生物付着試験などを実

施するとともに、シート固定工として現場接着部を極力表面に露出させないよう

にするための工夫を施した新しい固定工法方式を採用している。さらに、固定工

設置間隔や強風時のシートはらみ現象に対する固定工の安定性の検討においては、

模型実験やFEM解析を行うなど、遮水工の施工に際して通常実施されないよう

な手法で詳細な検討を加えていることから、極めて新規性があると言える。

社会貢献度: 通常の農業用貯水池等で用いられているゴムシートライニングに様々な改

良を加え遮水工の信頼性を飛躍的に増大させることに貢献したとともに、世界初

の海水揚水発電の建設を可能にする重要な技術的開発となったことから、社会的

貢献度は極めて高いと言える。

表彰式終了後、会場を中央大学駿河台記念館から(社)地盤工学会大会議室に移して懇親会が

開催された。参加者は、 IGS日本支部受賞者やコーポレート委員会委員などの招待者を含めて

74名であった。今年は、発表会が 2日間にわたっていたため遠方からの参加者も多数で盛会であ

った。まず、福岡正巳前 IGS日本支部長の乾杯で始まり、約 2時間ほど和やかに歓談が行われ

た。最後に、巻内勝彦日本支部副支部長のご挨拶で散会した。

4. 委員会報告

第 2日目の論文発表終了後、日本支部各委員会の活動報告があった。今年の委員会報告では、

3つの委員会からの報告がなされた。以下にその概要を記す(進行および報告:桑野二郎行事委

員会委員長)。

ジオメンブレン技術委員会については堀口隆司委員長(ジオトップ)より報告がなされた。本

委員会は従来から活発に活動してきたが、現在は貯水施設部会と廃棄物処分場部会それぞれの活

動方針に従って、施工事例、試験法や設計法についての検討を行っている。両部会とも、情報を

ハンドブック的な成果物としてまとめ、さらに講演会などでの情報提供を行うことを最終目標と

している。貯水施設部会では、計画・調査法、設計・施工法、維持管理方法などについて検討し

ている。また廃棄物処分場部会では、国内外の最新の情報収集や日英対応用語集の作成などを行

っている。

ジオテキスタイル技術委員会については、北本幸義副委員長(鹿島建設)より報告がなされた。

本委員会は今年度新設されたものだが、土の補強や集排水を目的として使用されるジオテキスタ

イルの要求性能ならびにこれらを用いた構造物の解析・設計法、施工法などに関する諸問題を扱

うもので、補強土工法、排水工法および試験法の 3つのワーキンググループ (WG) から構成さ

れる。今年度は、全体委員会やWG検討会を合計6回開催し、主な活動内容として、補強土工法
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WGでは、各機関で提案されている補強盛土・補強土壁工法の設計・施工法を比較検討するとと

もに、地震時設計法や限界状態設計法などの調査を行った。排水工法WGでは、排水効果の算定

法や透水係数、目詰りに対する考え方など集排水材を用いる工法の設計・施工法に関して各種基

準類を調査した。また、試験法WGでは、補強・集排水材として用いられるジオテキスタイルの

材料試験について、試験装置や評価法の現状を整理検討した。当面は各WGにおいて検討課題の

整理を行い、具体的な検討項目の絞り込みを行っているが、 WG問で調整を図りながら 3年間を

目処に lつ 1つの課題に対してとりまとめを行う予定である。

電子情報化委員会については、福田直三委員長(復建調査設計)より報告がなされた。 E-mai 1 

やHP (ホームページ)といったインターネットを利用した情報伝達の迅速化を図っており、さ

らにデータベース化も推進するという意向が示された。そして、現在のHPの画面がいくつか紹

介された。なお、 IGS日本支部のHPへは次のアドレス (http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jcigs

/index. html)でアクセスできる。

5. Q &Aコーナー

今年から、日本支部の幹事団が会員各位からの質問(現場や設計、実験室などででてきた素朴

な疑問など)に答えるというコーナーが新設され2日目の委員会報告の後、九州大学教授の落合

英俊先生のコーディネートで行われた。シンポジウム当日会場で募ったものとインターネットを

利用して前日までに寄せられた質問は20件を大きく上回った。質問の内容と回答については紙面

の都合上、代表的なものをシンポジウム開催報告 fQ&AコーナーJに掲載させていただいた。

その他の質問については順次この技術情報で紹介させていただくが、日本支部のホームページ

(前出)上でも近々公開される予定なのでそちらを見ていただきたい。

6. おわりに

2日間にわたる発表および各行事は、岩崎高明日本支部幹事長の閉会の挨拶で幕を閉じた。

今回初めて開催期間を 2日間に拡大して行われた。準備の段階では本当に論文が集まるのだろ

うか、参加者が集まるのだろうかという不安が常に付きまとっていたが、結果は予想をはるかに

上回る投稿数、参加者数であった。そのためフログラム編成時には、時間のやりくりがうまく行

かずうれしい悲鳴まで飛び出した。ジオシンセティックス論文集(今回より名称が変更になっ

た)も360ページ以上にも及ぶ立派なものになった(残部あり、ご希望の方は事務局まで)。桑野

二郎行事委員長の「とにかく頑張りましょう。」と言う前向きの言葉に行事委員各位が総力を結

集して無事終了することが出来た。

今後も、このシンポジウムがジオシンセティックス技術の発展と普及に大きな貢献をすること

と、第14回も多数の論文投稿と参加を期待して、今回の開催報告としたい。

最後に、本シンポジウムの発表および質疑応答の概要は、各セッションの副座長の方々にまと

めをお願いしました。ご協力ありがとうこeざ、いました。また、写真一 9、10は熊谷浩二氏による

ものです。ここに記して、謝意を表します。

F
h
d
 






