








様書に拠っていた。その特記仕様書も日本では極めて自由度が高く、厚さ、透水係数、引張強度

程度であった。一方海外に目を向ければ、 PBDに関する発注仕様書には種々のものがあり、材

料特性に関してなぜこのような基準があるのか、あるいはそこに記述された必要値が我々の常識

と懸け離れたものであったりと色々な問題を内包していることが最近の東アジア地域でのプロジ

ェクトにおける PBD工法の問題となっていた。

また、 PBDはサンドドレーンなどの砂材量と違って縦方向の通水性はダルシ一則が成立しな

いために、通水性能を透水係数で表現するには無理があることなどが明らかになってきた。また、

PBDの機能確保に絶対的な影響を与えるフィルターの強度・伸び特性などについての評価法など

についても必要性が認識されてきた。

PBD研究会では長年の研究成果として作成中であるマニュアルの一部(英・和文)を当セミ

ナーで公表した。マニュアルは以下のような章立てであり、設計から施工まで利用できる。

1.総説

2. 設計

3. PBD製品の種類と評価

4. 施工計画

5. 施工管理と現場計測

紙数の関係でその中から更に PBD材料に関する 3章の章立てとその一部をだけを紹介する。

3. PBD製品の種類と評価

3.1 PBDの種類

パーチカルドレーンとして用いる PBDは、フィルターと芯材からなる「複合構造型Jでなけ

ればならない。不織布やロープ構造などの「単一構造型Jのものは、縦方向の通水容量が十分で、

ないことから使用すべきではない。

以下略

3.2 PBDに求められる性能

バーチカルドレーンとしての PBD材は以下のような性能が要求される。

①ドレーン材が十分な縦方向通水能力を持つ。②地盤沈下によってドレーン材が変形しでも

縦方向通水性を保持する。③土圧によって変形しても縦方向通水性を保持する。④フィルタ

ーの目詰まりを生じない。⑤フィルターが破損しない。⑥フィルターが土圧や経年劣化で伸

びない。⑦芯材の折損がない。⑧土中での劣化が無く長期間安定した性能を保持する。

以下略

3.2.1 PBD縦方向通水性能

前略

通水性能を評価する試験には種々のものがあるが、 BS、ASTM、JGSなどは不織布製のジオ

テキスタイルや水平排水材のためのものであり、地盤に鉛直に設置され圧縮ひずみが発生する

PBDには iPBD研究会」提案の「三軸セルによる面内通水試験法J2)を推奨する。

3.2.2 フィルタ-性能

フィルターについては、フィルター単独の性能と PBD製品一体としての性能が要求される。
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フィルターとして要求される性能は、①粘土粒子の移動を防止する。②土圧によって破れない。

③土圧によって押されても大きく伸びない。④目詰まりしない。

PBDとして要求される性能は、①打設時の引張り強度に耐えられる。②施工中における異物

との接触等で破損しない。③破損しても PBDの性能に対して致命傷にならない。

これらの性能を確認するために、次章に示す品質管理のための試験を実施する必要がある。

3.3 PBDの品質管理ならびに保証のための試験方法

内外の規格 rASTMj、rBSj、rISOj、rJISj、rJGSj、IIGC-Japanjのジオテキスタイル試

験方法は、主に不織布を対照とした均質素材に適用される基準であり、複合構造を持つ PBDに

は適用すべきではないものがある。

3.3.1 試験方法と問題点

表-3.4に課題のまとめと室内試験方法およびその問題点を示す。

表-3.4 試験と問題点

課題 試験方法 問題点

フィルター PBD 

透水試験 通水試験

品質管理 開孔径試験 ヲl張強度試験 材料特性に最適な試験方法の確立

引裂き試験 摩擦抵抗試験

破裂試験 引抜き試験

検 査
通水試験 できる限り簡便で原位置でもできる試験方

引張強度試験 法の開発

PBDの
現場沈下，間隙水圧測定

現場計測データの解析

換算径
大型圧密モールドによる圧密試験

室内圧密モデル試験と解析
二軸セル内での Ko圧密試験

ヨ日又.11. 

間隙水圧測定
計 ヘッドロスの フィルターおよび PBD通水路(管路)の

評価
現場動水勾配測定

閉塞
室内目詰まり試験

施
原位置と同様に室内では土槽や大型二軸供

工
スミヤゾーン 現場計測(間隙水圧，沈下) 試体中にミニチュアマンドレルで PBDを

の評価 室内モデル実験 打設し圧密挙動と含水比，強度分布等を調

べる.

3.3.2 PBDの評価試験方法

現在、日本の PBD試験内容は、「一般ジオテキスタイル用の引張り試験Jと rPBD研究会提

案の三軸セル通水試験Jが品質管理確認のために行われている。海外の代表的な工事例では、

フィルターと PBDの試験方法と仕様が決められている。

そこで、日本の製品においても国際的な品質管理の観点から、表-3.4の問題点を考慮、した「表

-3.5 PBDの仕様と評価試験方法」に基づき試験を実施する。試験の管理値も同表に示す。

必要な通水容量や引張強度などは、地盤改良の諸元 (PBDの打設長、打設ピッチ、載荷重等)

に左右されるが、表-3.5示す値を満足するものとする。

表中の試験番号は PBDGが製品での試験、 PBDFがフィルタ一単体での試験を示している。

また、表中のランクA、B、C、DはPBDに要求される条件を示しており、

A: PBD製品開発時および品質保証が要求される場合に行なう試験

B:大深度の場合 (PBD打設長 30m以上)

C:中深度の場合 (PBD打設長 10_...._.30m以上)

D:小深度の場合 (PBD打設長 10m以下)
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表-3.5 PBDの仕様と試験方法

目的 試験番号 試験項目 材料 ランクホ 試験方法 試験基準 仕様値 試験条件

形状に
寸法・質量 寸法・質量

試験片採取は I8013912に準拠する。

関する PBDG01 
測定

PBD A B C D 
調IJ定試験

IS09863 メーカ仕様 寸法測定:ノギスで測定

試験 質量測定:O.lgまで読み取り

A:拘束庄 350kPa 、動水勾配 i=1 
透

三軸セル+
B: qLミ12cm:1/sec 軸ひずみ ε=50%、7日開通水後

PBDG02 通水量(qJ PBD A B C D 
軸ひずみ試験

PBD研究会法 C: qL註7cm:1/sec B，C:拘束圧 350kPa、重力水勾直己 i=1 

71< D: qLミ2cm:1/sec 供試体:製品幅、長さ=幅X2倍以上

軸ひずみを与える場合、長さ=幅

'性 三軸セル+
拘束圧・有効土被り圧

PBDG04 通水量(qβ PBD 
粘土拘束試験

佐賀大 qL孟 1cm:l/sec 動水勾配 i=1 
供試体:製品幅、長さ 幅X2倍以上

通水量(qρ
PBD研究会

拘束庄:有効土被り圧

関 PBDG05 沈下量 PBD A 大型圧密試験
佐賀大

qLミ1cm:1/sec 動水勾配 i=1 

換算有効径 供試体:製品幅、長さ 幅X2倍以上

す 通水量(qJ
PBD研究会

拘束圧:有効土被り圧

PBDG06 沈下量 PBD 三軸圧密試験
横浜国大

qLミ1cm:l/sec 動水勾配 i=1 

る 換算有効径 供試体:製品幅、長さ 幅X2倍以上

垂直方向
定水位開放型

試 PBDFOl 透水係数(k) フィノレター A B C D 
透水試験

JGS T931 k主主 1X 10.:1 cm/sec 水頭差:h=5~15cm、層流状態

供試体:直径 25mm以上

験 PBDF02 開孔径(Il) フィルター A B 
ガフス

湿式A08法 D~五 75μm
試験片:シングル

ビーズ法 振動時間 :2時間

B，C: R2kN 供試体:製品幅、長さ 幅X1倍以上

PDFG03 
引張り強さ(丹

PBD A B C D 引張り試験 JIS L1908 D: Pミ1.5kN
湿潤状態、 製品(縦)方向

強 伸張率(E)
B，C，D: E豆15%

伸張速度・ 100mm/min

度
伸張率:引張り仕様値で 15%以下

グラブ法
PBDF03 引張り強さ(乃 フィノレター A 引張り試験 J1S L1908 P;SO.lkN 

試験片:製品(縦)方向、シングル

トフベゾイド法

PBDF04 引裂き強さ(幻 フィルター A B 引裂き試験 ASTMD4533 T三10N 試験片.製品(縦)方向、シングル

速度 :200mm/min 

パンクチャー 定速伸長形法
PBDF05 破裂強さ(局 フィルター A 

試験
ASTM D4833 B~40N 

試験片:シングル

*ランクとは試験実施について指し，以下の条件に合わせて実施するものとする

A: PBD開発および品質保証時 B:大深度(PBD打設深さ 30m以上)， C:中深度(pBD打設深さ1O-30m)， D:小深度(pBD打設深さ 10m以下)

備考

使用水ー水道水

折れ曲がり:1ケ所

圧密終了時

圧密終了時

圧密終了時

使用水:水道水

ガス透過法でも可

{申張率摂IJ定

フィルターは PBD
使用のものを別途

用意する。

フィルターは PBD
使用のものを別途

用意する

フイ/レターは PBD
使用のものを別途

用意する



したがって、各ランクに応じて 9種'"'-'4種の試験を行う。

製品開発時二Aランク:PBDGO 1----PBDG03， PBDG04----06の中から 1種類、 PBDFO1----PBDF05の

9種

大深度の場合= Bランク:PBDGO 1 ----PBDG03、PBDFOl、PBDF02、PBDF04の6種

中・小深度の場合=cランク・ Dランク:PBDGOI----PBDG03、PBDFOlの 4種

6. さいごに

ISG高知は、地盤改良とプラスッチクボードドレーンの基準化というテーマを極めて限定した

セミナーであったが、参加者の熱心な討議で「高知決議Jをだして閉会することができました。

しかし、この「高知決議Jは、地盤改良工法の基準化という流れの始めであり、これからこの高

知決議を生かしていく具体的な方法の策定とそれに向けての活動の継続が必要である。

最近では地盤工学会も ISOに向けての積極的な取り組みが見られます。これからも学会挙げ

て取り組んでいただくことをお願いして、地盤工学高知国際セミナーの報告とします。

なお、論文集は￥3，000円/冊(送料別実費負担をお願いします)で販売しております。購入希

望の方は下記まで岳山あるいは E-mailでお申込ください。

論文集申込先:(財)地域地盤環境研究所技術コンサルタント部 担当:和田靖子

FAX: 0ふ6578-6255 E-mail: wada@Qeol".or.i12 Phone : 06・6539-3135
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