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開催報告

第14回ジオシンセティックスシンポジウム

日本大学理工学部交通土木工学科 峯岸邦夫(行事委員会)

1 ーはじめに

第14回ジオシンセティックスシンポジウムが、平成11年12月 2、 3 日の 2 日間にわたり大 ~Ji府

吹田市の関西大学100周年記念会館において開催された。今回初めて開催地を関西に移して行わ

れ、参加者は186名(正会員83、特別会員13、学生会員13、非会員77) 、発表件数は41編であった。

参加人数についてはここ数年来で一番の大入りであった。

シンポジウムは、嘉門雅史実行委員長および龍岡文夫 1GS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ディスカッションセッション 2セッショ

ンを含む 8セッシゴンで各発表に対して積極的に討議が行われた。

また、特別講演として鉄道総合技術研究所の舘山勝氏の「ジオテキスタイル補強土擁壁の耐震

性」と題する講演と、今回タイムリーな話題として龍岡支部長による「台湾地震における補強土

擁壁の被害報告Jについての講演があり、両氏に有益かつ貴重なデータや写真を披露していただ

いた。

2 .論文発表および質疑の概要

2日間で 8つのセッションに分かれ発表が行われた。その発表論文および質疑の内容を各セッ

ションの副座長の方々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:嘉門雅史(京大)、副座長:内村太郎(東大)

(1)高強度帯状ジオシンセティックスによる軟弱地盤上の盛士補強効果:小浪(岡三 1)ピック)

-長尾・今吉・川原

軟弱地盤上に盛土を構築するときに、支持力の不足を補い沈下を抑制するために、高強度の

帯状ジオシンセティックスを盛土中に敷き込む工法の実施工例が紹介された。この補強材は、

軟弱地盤の圧密による強度増加が得られるまでの期間において、盛土の安定を確保する働きを

する。補強材の引張り特性の室内試験結果を基に、円弧滑り法による安定計算を行った。また、

盛土の挙動、補強材張力の長期計測を行った。

安全率の取り方や、ジオシンセティックスの強度の選定方法について質疑が行われた。

(2)ジオネット置換工法におけるネットの張力分布:今西(大阪土質試験所) ・落合・大嶺

ジオネットを分離材として用い、軟弱地盤内に比較的良質の地盤材料を投入して地盤改良す

るジオネット強制置換工法について、モデルを用いてジオネットの地盤内での形状と張力分布

を求め、実現場での計測値との比較を行った。また、盛土幅、ジオネットの地表面上での敷設

長、粘度の非排水せん断強度などがジオネットの形状や張力分布に及ぼす影響を、数値計算:で

調べた。

ジオネットが地盤上で膨らんだ、り、いびつになったりした場合の、盛土の適用性について質

疑が行われた。
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(3)ジオシンセティックスの道路舗装分野への利用軟弱路床・路盤分離への適用一試験施工:

西村(ジオシンペイブ研究会)

道路舗装において、路床の支持力が不足する場合に、分離材としてのジオシンセティックス

を敷設して舗装構造を簡略化する工法について、設計手順を整理し、試験施工を行った。この

丁.法におけるジオシンセティックスの役割や、ジオシンセティッケスを敷設することによって

路床の支持力を補うだけでなく、締固めの効率を高める効果について質疑が行われた。

(4) ジオシンセティックスの道路舗装分野への利用軟弱路床・路盤分離への適用 室内試験方法

の検討:石川(ジオシンペイブ研究会) ・足立

上記と同じく、道路舗装において、路床の支持力が不足する場合に、分離材としてのジオシ

ンセティックスを敷設して舗装構造を簡略化する工法で、用いられるジオシンセティックスの

試験法について報告された。締固めによるジオシンセティックスの強度低下について、 1 S 0 

に準拠する方法(路盤材中で鉛直に圧縮する)と、ローラーコンパクターを用いる試験法との

比較を行った。

既存のパンクチャーテストと、本論文で紹介された試験法との関係などについて質疑が行わ

れた。

第 2 セッション 座長:巻内勝彦(日大)、副座長:小島謙一(鉄道総研)

本セッションでは、補強土工法を応用した新しい適用事例について設計、施工法の紹介があり、

今後の補強土工法における適用法の拡大が期待されるものであった。

(5) 口ックボルトによるづ|張補強を行った片盛り部における補強 L擁壁の設計例:淵上(エイ・

シー・ディ) ・小畑・永田・梶原・野村

斜面崩壊現場の復旧工事において、背面j地山の関係から十分な敷設長がとれないため、不足

する引張り抵抗力を地山に打設したアースアンカーで補う複合工法の設計法及び施工事例の報

告であった。アンカーとジオシンセティックスとの定着方法や耐震設計法など工法についての

議論や、崩壊現場の崩壊要因や土質定数などについて質問があ-)た。

(6)鉄道構造物における補強土工法の施工事例とその評価:貝瀬(鉄道総研) ・田中・田熊・

舘山

PL・PS補強土工法など通常とは異なる使い方をした剛壁面補強土工法の、九州で実施され

た3つの施工事例について設計の考えプjを示したものである。現在までの、 PL. PS補強土橋

脚の累積変形量や、同現場で同時に施工された通常の補強土橋台との累積変形量の差違などに

ついての質疑があった。

(7)ジオグリッド補強土壁工における鋼製壁面材について:横田(前田工繊) ・久保

いくつかの補強土壁の壁面材の効果、設計の考え方などを比較検討し、永久構造物対応の鋼

製壁面材の効果について実現場での計測結果をもとに、設計法の検討を実施したものである。

永久構造物としての銅製壁面材の腐食に関する問題や、部材としての設計の考え方についての

議論が行われた。

(8) 盛土法面補強工事における圧縮力プレストレスの効果の確認:久保(前田工繊) ・横田・

山上・太田

補強土にプレストレスを加え強化する工法において、試験盛土を用いて反力板の材質の検討

や施工性及び補強効果についての試験結果における報告であった。ブレストレスの維持管理方
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法や、通常の他の補強土工法との設計法の違いなどに関して論議が交わされた。

第 3 セッション 座長:安原一哉(茨城大)、副座長:西村淳(三井石化産資)

(9)ジオシンセティックスを用いた落石防護擁壁の動的応答解析:小畑(エイ・シイ・ディ)

湖上・横田・久保・野村

落石防護擁壁の必要性能であるエネルギー吸収性能について、従来の重力式コンクリート製

に代わり柔構造であるジオシンセティックス補強土擁壁の有効性を開発目標とし、落石実験を

実施してきた。本論文は、この実験結果を踏まえ、衝撃挙動の解明を目的として FEMによる

動的応答解析により、実験の挙動分析を行い、落石防護擁壁の形状決定の一助にするものであ

る。なお、解析上の受撃体と衝撃伝達体間の境界についての質問に対し、独立であること、ま

た設計上の質問に対しては、剛壁の底盤にパネを施していることの説明があった。

(10)ジオグリッド補強盛土の地震時永久変形に関する遠心模型実験:井沢(東工大) ・竹村・

高橋

本論文は、ジオグリッド補強盛土の遠心力場での模型振動実験により、ジオグリッドの敷設

長さや敷設間隔の地震時安定性に及ぼす影響について検討されたものである。その結果、滑動

量は敷設長さにのみ依存し、また、補強領域全体のせん断変形抑制には敷設長が、盛土上部の

せん断変形抑制には敷設間隔が各々影響することが示された。質疑において、水平変位につい

て敷設間隔が密な場合に変位量が大きいことに対して、解釈を求められた。

(11 )補強士擁壁の地震時安定性に関する傾斜・振動台実験:渡辺(東大) ・YulmanMunaf • 

古関・舘山・小島

擁壁の耐震設計における限界を指摘し、また地震に対して高い信頼性が有るとされているジ

オシンセティックス補強土壁と従来の重力式擁壁との比較対象を基本に、傾斜実験・正弦波加

振実験・不規則波加振実験を行い、安定性の検証と現行設計法との比較を実施している。なお、

質疑応答の中で、せん断変形に対する補強効果が潜在すべりを抑制することに他ならないこと、

および上部延長補強材の効果が大きいことなどの説明があった。

(12) P L . P S 補強土構造物の耐震性に対するタイロッド使用の効果:龍岡(東大) ・篠田・

菊地・杉村・内村

プレ口ーディド・プレストレス (PL.PS)補強士構造物は、タイ口ッドにより高い応力

で締め付け盛土体の剛性を高める工法で、橋脚等の重要構造物への適用が期待されている。本

論文においては、室内小型模型に対し、水平地震力を想定した静的な繰り返し水平載荷試験を

行い、鉛直応力を増加させることによりせん断抵抗を向上させ、また曲げ変形を軽減、沈下量

を著しく抑制することなどを明らかとしている。なお、質疑応答において圧縮方向にせん断し

ている影響についておよびPSの程度について等の解説があった。

(13) P L . P S補強土の耐震性模型実験:篠田(東大) ・菊地・杉村・内村・龍岡

PL.PS補強土工法の耐震性の評価を目的とした橋脚模型の振動台実験を行い、プレスト

レスにより固有振動数が大きく変化することを確認し、共振されない状態ではプレストレスの

抜けはほとんどないが、共振状態では盛土材の応力ひずみ状態が弾性域を越えプレストレスが

抜ける等の有用な知見と工法の施工時の留意点がまとめられている。なお、質疑応答において、

固有振動数の増加は、盛土材の剛性が高まることに起因していることの説明があった。
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第 4 セッション 座長:西形達明(関西大)、副座長:宮田喜書(防衛大)

本セッションでは、以下に示す 5編の発表と質疑応答が行われた。発表と質疑応答の内容は、

以下に示すとおりである。土の力学特性(特にダイレタンシ一)や補強材の材料特性が補強効果

に及ぼす影響について有意義な意見交換がなされたセッションであった。

( 14)補強砂の定体積一面せん断試験における強度発現機構:呉(東大) ・郎・内村・龍岡

補強砂の一面せん断試験の結果をもとに、補強砂の強度発現機構を説明するための力学モデ

ルが提案され、実験における補強材の配置方法や力学モデルにおけるパラメータの設定につい

て質疑応答がなされた。

(15)日本のジオグリッドの材料特性と引抜き特性:桑野(東工大) ・高橋・木村

日本で使用されている 11種類のジオグリッドについて、ジオグリッドの材料特性と引抜き特

性の関係が報告され、試験結果のまとめ方や最適なジオグリッドの材料特性について質疑応答

がなされた。

(16)ジオグリッドの現場引き抜き試験:伊藤(前田工繊) ・横田・福原・前田

ジオグリッドの現場引抜き試験の結果が報告され、補強材に生じる伸びひずみをひずみゲー

ジで測定する方法について質疑応答がなされた。

(17)ジオグリッド補強土の拘束効果一設計への導入一:河村(九大) ・落合・安福・平井

補強士壁工法の現行の設計式に、ジオグリッドが土の変形を拘束する効果を導入する考え方

が提案され、力の釣り合いの考え方など提案式の基本的な内容について質疑応答がなされた。

( 18)ジオセル拘束補強におけるセル形状の影響:萩尾(日大) ・巻内・峯岸

セルの形状と補強効果の関係を調べた室内模型実験の結果が報告され、最適なセルの形状に

ついて質疑応答がなされた。

(9)短繊維混入補強士の力学特性に及ぼすファイパー形状の影響:仲原(日大) ・巻内・峯岸

短繊維混合補強土工法におけるファイパー形状の影響を調べた室内試験の結果が報告され、

繊維長や繊維径の影響について質疑応答がなされた。

第 5 セッション 座長:今泉繁良(宇都宮大)、副座長:峯岸邦夫(日大)

(20) GHD材補強粘性士急勾配高盛土の水分特性:赤井(大阪府) ・松本・嘉門・諏訪・福田・

加藤・楠部・柳原

実大規模の模型実験で盛土内の水分変化を確認し、安定性を評価するために盛土内へ積極的

に注水することによってGHD材の排水特性を調べ、定量的評価を行う基礎データの収集を行

った結果について報告された。含水比とサクションの関係における降雨の影響やGHD材の敷

設ピッチなどについての質問があった。

(21)ジオコンポジッ卜を用いた補強盛土模型実験による排水・補強効果の把握:高原(長崎大)

-棚橋・平井・西村・永嶋・安原

無補強盛土と複合ファブリック敷設盛土の比較盛土実験を実施し、排水機能による盛土材の

強度増加、補強機能の安定性への寄与度評価を試み、複合ファブリックの有効性を評価するた

めに補強模型盛土の安定解析を定量的に予測可能か検討した結果の報告があった。図 8につ

いて荷重が一定時にひずみが減少している理由などについて質問があ-)た。
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(22)ジオコンポジッ卜補強盛士の設計法試案:永嶋(日本地研) ・棚橋・陶山・平井・西村・

安原)

高含水比火山灰質粘性土と複合不織布の摩擦特性を実験的に把握しつつ、圧密に伴う士と複

合不織布の摩擦特性の変化を考慮に入れた設計法の提案があった。時間をパラメータにとった

とき排水条件等に影響が生じる可能性があるので圧密度などをパラメータにしたらどうかなど

のコメントがあり、最適な敷設勾配や強度についての質問もあった。

(23) Small and Large Scale Tests on Reinforced Kanto Loam Embankment : C.Ghosh (茨城大)

安原・鈴木・平井・棚橋

無補強盛土と不織布等による補強盛土の載荷比較実験を屋外および室内で行い、盛土構築後

圧密によって関東口ームとジオシンセティックス聞の接触状態に変化が生じ、補強効果に影響

を与えることが報告された。土中に敷設されたファブリックの形状や空隙に水が入った状態に

ついて質問があった。

(24)粘性土補強材料として求められるジオコンポジットの特性:安原(茨城大) ・棚橋・平井・

平尾

複合不織布に関する既往の基礎実験データを基に各種行った模型実験結果の解釈について考

察し、複合不織布と砂層を併用することによって補強効果が向上し、それが支持力より地盤全

体の剛性の増加に寄与していることが報告された。モデル斜面に対する載荷実験でフーチング

直下の補強材の敷設長等について質問があった。

第 6 セッション 座長:赤井智幸(大阪府)、副座長:問昭徳(三菱化学産資)

(25)汚染地盤のバイオレメディエーションにおけるジオシンセティックスの適用:宮田(防衛

大) ・木暮・華巌・近藤・岡田・畠

石油炭化水素による汚染地盤の修復を対象に、消石灰改良とジオシンセティックスの適用に

伴うバイオレメディーションの基本的概念を説明、修復工法の実用化を検討するために実施し

た室内実験と模型実験の結果を報告された。実験に使用された軽油の濃度について、図 3の

n-アルカンの炭素数、酸素供給量、酸素消費量などについて質疑応答がされた。

(26)土中におけるジオテキスタイル水平ドレーン材の通水・透水性能:椛津(日大) ・巻内・

峯岸

地盤内に水平に敷設したジオテキスタイル(不織布)をドレーン材として用いたときの面内

方向の通水性、垂直方向の透水性について室内土槽試験を行い、水頭、上載圧、士の種類の影

響について報告された。図 5、6、 7のドレーン材敷設時の土槽底部からの集水量、試料土

のみの士槽底部からの集水量、 ドレーン材敷設時の面内方向通水量などの関係などについて質

疑応答がされた。

(27)プラスティックボードドレーンの発達の歴史と課題:諏訪(大阪土質試験所) ・福田・嘉門

-木山

ペーパードレーンからプラスチックボードドレーンへの発達の歴史が説明され、種々の人工

材料によるドレーン材の開発を経たプラスチックボードドレーンが具備すべき性能や残された

課題を整理し、今後のプラスチックボードドレーンの進むべき方向性について説明された。プ

ラスチックボードドレーンの形状(大きさ)、打設ピッチと設計安全率との関連などについて
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質疑応答がされた。

(28) CAES-G/T圧縮空気地下貯蔵施設への気密シートの適用一気密材料の選定と原位置貯蔵試

験結果-高木(電源開発) ・西本

CAES-G/T圧縮空気地下貯蔵施設パイロットプラン卜の気密ライニング構造に使用されるブ

チルゴムにナイロン繊維で補強したゴムシートについて、原位置貯蔵試験を実施し圧縮空気貯

蔵下のゴムシート状況、漏洩状況を確認し気密ライニング構造に要求されるゴムシートの気密

性能についての評価などが報告された。接合部についての質疑、提案について、気密ライニン

グ構造についての断面内空変位などについて質疑応答がされた。

(29)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 4):中村(鹿島建設)、

阿部・土弘・三宅・西田・青野・関原

合成ゴムを主材料とする自己修復性しゃ水シートに関して、新たに評価した自然状態での耐

久性試験結果とより経済性を考慮して開発を行った自己修復性しゃ水シートについて実施した

基礎的な試験の結果が報告された。使用したシートのゴム弾性 (Ssカーブ)について、自己

修復の許容値などについて質疑応答がされた。

(30)ジオシンセティックス・クレイライナーによるしゃ水シート破損部の補修方法:水野(豊順

洋行) ・古賀・横田・一安・高橋・羽尻

ベントナイト積層シートにジオメンブレンを接着したジオシンセティックス・グレイライナ

ーを用い、シートの破損部を直接補修し、破損部分から漏水を確実に止水する方法を開発しゴ

ルフ場修景地において適用した場合の室内実験に及び現場実験の結果が報告された。透水係数

の求め方について、斜面などの補修方法などについて質疑応答がされた。

ディスカッション・セッション (1) 座長:北本幸義(鹿島建設)、副座長:桝尾孝之(太陽工

業)

ディスカッションセッション(1)は、ジオテキスタイル技術委員会の主催として進められた。

セッションの進め方は、パネリストからの話題提供と、それに係わる一般論文の発表を行なう形

式で構成され、質疑応答と意見交換は、すべての発表終了後に一括して行われた。

話題提供 I I補強土工法の変形J :小川(補強土エンジニアリング)

補強土工法の変形問題について設計面からアプローチする場合における話題提供があった。

代表的な補強土工法としてテールアルメ工法、ジオシンセティックス工法、多数アンカー工法

を取り上げ、設計法、補強特性についての比較検討のほか、引抜き安全率の考え方についての

報告があり、変形(壁面変位)に影響を与える要因として盛土材、補強材の種類、引抜き安全

率、施工法があげられた。

一般発表(1) 盛立て材に起因した補強盛土の変形と施工上の対策:北本(前掲) ・阿部

高さ約10mのジオテキスタイル補強盛土を施工中にのり面の変形が生じたため、原因の究明

と対策工について検討した事例報告。変形の原因は盛立て材の土質特性が当初の設計値よりも

悪く、せん断強度が不足した状態であったことが判明。対策工として・盛土材を良質材で置き

換え再施工・押え盛土工・押えコンクリート工・ RC版とアンカー工の4工法について比較検

討し、押え盛士工に決定し施工を進めた。

盛土材の適性な評価を設計時に行なっておくことの他、施工時の締固め不足等が補強土の効
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果に与える影響につ liて述べられた。

一般発表(2) 軟弱地盤上における施工過程を考慮した補強士擁壁の挙動解析:小島(鉄道総研)

-舘山・青木・米津・丸山

圧縮性の高いビート上での補強士擁壁施工において、盛土材も粘性土を使用したことから大

きな変形が予測されたため、壁面工の施工時期について工程を考慮した有限要素法を行い、変

形を抑えるための壁泊iの有効性が確認された。その他、粘性土を盛士材として使用しているこ

とから排水性についても検討した結果、排水性能をもっ補強材を用いることにより間隙水正の

低減や圧密促進効果が期待できることが評価された。

一般発表(3) PL. PS補強盛土の長期挙動:内村(東大) ・龍岡・舘山・古賀

PL • PS補強盛;七の鉄道への適用例について二年間の挙動計測事例の報告。二年経過後も盛 i:

の鉛直圧縮やタイ口ッドの張力減少は見られていない。フレロード・フレストレスを載荷して

いない橋台部は大きな圧縮が生じていることからPL.PSによる変形抑制効果を認めることがで

きた。感上下iIliに設置した反力版(セメン卜混合土)は二年経過による軟化が多少見られて

いる。

話題提供E 補強土壁工法とその設計方法について:西(建設企画コンサルタント)

補強土壁工法の種類と設計方法、施工実績の調査事例についての話題提供。施工事例の中で

変形(変状)についてとりまとめ、基礎地盤の強度不足・盛 t:材の不良・降雨等による盛 L材

の流出・地袋による外力を変状要素として取り上げ報告された。変状要素の内、地震時の調査

結果より補強 tは地震に対して強いことが述べられた。

一般発表(4) 補強土橋台の模型振動実験による変形特性:米津(鉄建公団) ・青木・舘LlJ・小島

• flJ-r主1.龍岡

橋台背1M盛 1:は地震時に沈下が午じやすい部位であり鉄道橋台の場fTには、列車の主行安定

性に重大な影響を与える。このことから、大規模地震時レベル 2地震動に対しでも十分な耐震

性を有し、合理的な橋台構造について模型振動実験を行い考察した。その結果、補強土橋台は

無補強橋台に比べ、耐震性が向上し橋台背面jの盛土の沈下を緩衝する効果が得られることがわ

かった。また補強材は橋台に定着することが有効であることが確認された。

一般発表(5) ジオシンセティックスを用いた耐震補強盛土の強地震時残留変位解析:堀井(複合

技研) ・浦川・田村・舘山・小島

ジオシシセテ fックス面状補強材を敷設した鉄道盛土を対象にして大規模地震時レベル 2の

残留滑動変位解析を行った。解析条件は鉄道構造物の耐震設計標準(案)に準拠し、盛土材、

盛土高さやのり面勾配等を変化させた。その結果、高さ30cm毎に配置する層厚管理材のほかに

高さ方向でl.5m毎に盛土幅全域に補強材を敷設することが強地震時動対策に有効であること

が確認された。

話題提供E 補強土の変形に関する文献調査報告と、地震時の変形解析法:西原(中央開発)

補強土工法に関する研究発表の内、変形に関する文献調査を行い、整理することによりジオ

テキスタイルを用いた補強土の変形に関する研究の現状を把握した。変形に関する研究がるO編

程度検索され、宅内試験、現場計測、数値解析、変位予測等に分類されること、また、研究の

成果について報告された。この他、地震時の変形予測手法についての紹介があり地震時の変形

についての取り組みの現状が報告された。

(i 1 



ディス力ッションの内容

座長:“変形"に関して、現状の設計法では評価されておらず設計安全率で評価、保証さ

れている。許容変形量の規定等の有無についてディスカッションの皮切りとしたい。

米津:許容変形量の規定はない。盛土材が設計条件と異なることや補強材の多様化等の影

響で変形が生じている現状があり、発注者側としては変形に対する余裕を見込んで

発注を行う必要が有る。

龍岡:変形には建設中と建設後の変形があるがそれぞれを区別せずに取り扱うことが必要。

特に建設後には土のクリーフ変形が生じるがクリーフ変形をどのように推定するか

がポイントになる。

座長:小島の発表では建設中の沈下変形が 1mにも及んでいる。変形量としてとらえると

問題か?

龍岡:構造上で不安定になる変形・施工不能となる変形等、破壊面が生じるような変形は

危険。

福岡:小島の発表について、長期間のデータ解析をおこなっているが土のモデル化はどの

ようにされたのか?また、多くのデータをどのように処理されたか?

小島:バラエティに富んだデータのなかで多くの技術的な情報を集め判断することが解析

を行う上で留意すべきポイント。できるだけバラツキの範囲が少ない土質試験結果

等を解析に用いた。

小J11 :道路公団では許容変位量は 3%といわれており、動態観測等がおこなわれている。

安原:許容変位量となると施工後のクリーフ変形が重要。土の剛性を向上させるのはクリ

一プ変形を減じる目的?

最後に副座長より、

設計の主要素についての評価が多様化している。今後は個々の部分安全率を等価な信頼性で評

価し、その中で変形についても扱うことが必要であり限界状態設計の導入が期待される。

としてジオテキ技術委員会の活動内容を報告しディスカッションのとりまとめが行われた。

ディス力ッション・セッシヨン (2) 座長:熊谷浩二(八戸工大)、副座長:平井貴雄(三井石

化産資)

本ディスカッションセッションは、ジオメンブレンなどの遮水工の性能というテーマで、 3名

のパネラーによる話題提供とこのテーマに関連の深い 5名の一般発表により行われた。

話題提供 I ジオシンセティックスを用いた遮水技術の研究動向:熊谷(前掲)

はじめに、座長から本ディスカッションセッションの進め方についての説明の後、日本の遮

水工の現状についての概略説明が行われ、あわせて遮水工の研究課題についての提案が行われ

た。引き続いて、日本では事例のない、貯水池のフォローティングカバーやダムにジオメンブ

レンを用いた海外の事例が紹介された。

一般発表(1) 遮水シート固定工におけるシートの付着力に関する研究:谷川(宇都宮大) ・今泉

-土居・宮地

廃棄物最終処分場ののり肩小段部に設ける遮水シートを固定するためのコンクリート製固定

工の挙動についての発表が行われた。室内モデル実験と実物大実験の比較を中心にシートとコ
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ンクリート製固定工との付着力の概略値および固定工の構造とシート固定のメカニズムに関す

る提言が行われた。

一般発表(2) ジオメシブレンの引張りのび分布に関する基礎的研究:伊藤(八戸工大) ・名久井

-菅野・佐藤・谷川・松野・熊谷・諸戸

ジオメンブレンの引張り特性を把握するための試験である一軸状態の引張試験と二軸状態の

引張試験(バースト試験)での引張りひずみの分布についての検討が行われた。これらの試験

でのひずみの分布は試料全体にわたって一様ではなく、かつ、試験の方法(試料の厚さや形

状)によってはかなりのばらつきが生じることが指摘された。

一般発表(3) ジオメ〉ブレン支持型 GCLの破損部における透水性の評価:高橋(豊順鉱業)

近藤・嘉門

ジオシンセティックスクレイライナー (GCL)の自己修徳機能について、室内透水試験によ

る検討が行われた。 GCLのジオメンブレン部分の破損の状況(形状や大きさ)により、自己

修復性にどのような影響を与えるか、また、自己修復性の時間や上載圧との関係について検討

し、最終的に漏水レートの試算が行われている。

一般発表 (4) ジオシンセティックスクレイライナーの無機化学物質溶液に対する遮水性能:

勝見(京都大) ・H.-Y.Jo ・C.H.Benson • T.B.Edil 

ジオシンセティックスクレイライナーの廃棄物からの浸出水を想定した化学物質を含む溶液

に対する遮水性能について、柔壁型透水試験装置を用いた検討が行われた。溶液中の化学物質

(イオン)の種類や濃度あるいはj)Hによって GCLに用いられるべントナイトの膨潤特性に違

いがあらわれ、遮水性能に影響を及ぼすことが報告された。

一般発表 (5) ジオメンブレンの貯水池表面遮水工への合理的な適用方法:長束(農工研)

実際にジオメンブレンが用いられた貯水池の事例に基づき、個々の現場の特徴や技術課題に

ついて室内モデ、ル実験などを行い、合理的にジオメンブレンを適用した事例についての報告が

行われた。さらに、それぞれの事例については周辺環境に即した試験と評価法の提案がなされ、

中では力学的な設計に用いる具体的なモデルの提案も行われている。

話題提供E ジオシンセティックスを用いた最終処分場遮水工の現状調査と課題:村上(総合工

ンジニアリング) ・大野・綾瀬

JCIGSジオメンブレン技術委員会の活動の一環として、廃棄物最終処分場遮水工の実務(設

計、施工、管理、運営)に関わる方を対象に実施したアンケー卜調査の結果から、現在、実務

者が何を問題とし、何に苦労しているかという点を中心に話題提供がなされた。

話題提供E ジオシンセティックスを用いた最終処分場遮水工の問題点について:平井(前掲)

米国で実施された廃棄物最終処分場遮水工の問題点についての調査結果を中心に、実際に起

こっている遮水工の性能に影響を与える問題点について話題提供がなされた。

(※所属、敬称は略させていただきました。)

3 .表彰式および懇親会

第 1日日の発表終了後、同会場において JC-IGS賞の表彰式が行われ、龍岡支部長兼表彰委員

会委員長代行より受賞者にそれぞれ賞状と盾が送られた。

受賞者は、 JC-IGS論文賞が長束勇氏(農工研、対象論文:ジオメンブレンの貯水地表面遮水
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