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開催報告

第 15回ジオシンセティックスシンポジウム

防衛大学校システム工学群(行事委員会) 宮 田喜書

1 .はじめに

第 15回ジオシンセティックスシンポジウムが、平成 12年 12月 5、6日、中央大学駿河台記念

会館(東京都千代田区)において開催された。参加者は 130名(正会員 63、非会員 32、学生 23、

特別会員 12)であった。シンポジウムは、龍岡文夫 IGS日本支部長のあいさつではじまり、 37

編の論文が8セッションにわたって発表された。また、 1日目には特別講演として、長束勇氏(農

工研)の「ジオメンブレンを用いた表面遮水工法の設計施工上の留意点」と題する講演があり、

好評を博した。

2. 論文発表および質疑の概要

37編の論文は 8つのセッションに分かれて発表が行われた。論文発表と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紹介する。そのあと、全体の傾向につい

てまとめさせていただく。

2.1 各セッションの総括

く第 1セッション〉 座長:横田善弘(前田工繊)、副座長:間昭徳(三菱化学産資)

本セッションでは、ジオテキスタイルの室内試験における研究が発表された。ジオテキスタイ

ルの材料特性の把握や今後のジオテキスタイル工法の普及が期待されるものであった。

(1)ジオグリッド形状が引き抜き特性に及ぼす影響:井沢(東工大)

形状・破断強度・伸び特性など材料特性や摩擦特性の異なるジオグリッドを作製し、土中

引き抜き試験を行い、ジオグリッドの材料特性が引き抜き特性に及ぼす影響が報告された。

ストランドによる支圧効果に関する質問や発表者から材料メーカーにジオグリッドの形状決

定方法に関する質問などがあった。

(2)短繊維混合土のせん断特性に及ぼすファイパー長と表面特性の影響:山口(日大)

現地発生土を想定した山砂を試料土としてジオシンセティックスファイバーの繊維長、表

面形状、などの変化が補強のメカニズムに及ぼす影響を調査するため、大型一面勇断試験、

一軸圧縮試験などをおこない、その結果が報告された。ファイバーの混入方法に関する質問、

供試体作製における質問などがあった。

(3)土中に埋設されたジオテキスタイルの変形と摩擦係数:原田(東洋大)

地盤に埋設されたジオテキスタイルの変形について 2つの力学モデルを提案し、 2種類の

砂を用いて引き抜き試験を行い力学モデルの実用化を検討した研究が報告された。引き抜き

試験における変位、試験法などの質問や形状を変えたジオテキスタイルの引き抜き試験に関

する質問があった。
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く第 2セッション〉 座長:今泉繁良(宇都宮大)、副座長:宮田喜害(防大)

(4)高含水比粘性土を用いた高盛土工事における帯状排水材の効果:稲垣(真柄建設)

帯状排水材が敷設された高含水比粘性土盛土の計測結果に基づき、帯状排水材の排水効果

と補強効果を検討した結果が発表され、帯状排水材に生じたひずみ分布と極限釣り合い解析

により計算された潜在滑り面との関係についての考察が示された。無対策盛土と排水材を敷

設した盛土の挙動の違いについて質疑応答がなされた。

(5)人工水平排水材を用いた空港盛土の挙動解析:藤山哲雄(前田建設)

帯状排水材が敷設された高含水比粘性土盛土の変形挙動を解析するための水ー土連成の解

析手法が示され、実測値と解析値の比較による妥当性の検証結果、ならびに盛土施工速度や

排水材の有無などの条件が盛土の挙動に及ぼす影響が発表された。飽和状態を仮定した計算

の適用限界について質疑応答がなされた。

(6)GHD材の配置と排水性:下野段朋恵(地域地盤環境研)

粘性土盛土中に配置される水平排水補強材の圧密促進効果の評価法が、既に提案されてい

る2つの式と FEM解析結果に基づき検討され、千鳥配置に対する通水量と敷設間隔の関係式、

圧密初期の最大通水量の評価式が提案された。盛土材の透水性の異方性を考慮する必要性に

ついて質疑応答がなされた。

(7)バーチカルドレーンの打設間隔とスミヤーゾーンの影響:陳 国華(地域地盤環境研)

サンドドレーン、プラスティックボードドレーン、パックドレーンなどの幅広い工法を対

象に、スミアー効果が実測結果の整理と解析によって検討され、各工法のスミアー効果の違

いを表現するための新しい指標が提案された。プラスティックボードドレーンを打設した場

合に生じるすみーゾーンの広さについて質疑応答がなされた。

(8)最終処分場における自然加圧修復システムの開発:水野克己(豊順洋行)

最終処分場のための遮水工として、コロイド溶液が充填されたジオメンブレンを用いた自

然加圧修復システムの概要が説明され、その有効性を室内修復実験ならびに実規模修復実験

を実施して確認した結果が発表された。コロイド溶液の材料特性や自然加圧修復システムの

長期安定性について質疑応答がなされた。

く第 3セッション〉 座長:安原一哉(茨城大)、平井貴雄(三井化学産資)

(9)ジオテキスタイル水平ドレーン材の集排水特性:椛浬(日大)

ジオテキスタイルを盛土内に水平に敷設し、浸透水の排除や圧密の促進を図る目的で使用

する場合の水理特性を室内の模型実験で検討された研究で、特にジオテキスタイルの敷設条

件、土の種類などの影響に注目して検討されている。

(10)粘土拘束下におけるプラスチックドレーンの通水性能について:柴(佐賀大)

粘土で拘束されたプラスチックドレーン材の長期的な通水特性についての研究で、通水性

能の長期的な減少メカニズムを様々な面から検討されている。フィルタ材のクリープ特性よ

りも通水路の詰まりが通水性能の減少の主要因であることが示されている。さらに、これら

の現象を考慮した通水性能を推定する経験式の提案や理想的なプラスチックドレーンの構造

に対する提案も行われている。
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(11)ジオメンブレンの突き刺し抵抗実験:池田(宇都宮大)

比較的鋭利な先端部を持つ物体による突き刺しに対するジオメンブレンの抵抗性について

の研究で、特に引張力作用下のジオメンブレンの貫入抵抗や下地地盤の影響について検討さ

れている。保護材としてジオテキスタイルを用いた場合に、その保護効果が非常に大きいこ

とや下地地盤強度の影響は保護材を含めた遮水構造により異なること、引張力作用下では貫

入抵抗が低下することなどが報告された。

(12)基礎地盤に空隙がある場合のジオメンブレンの挙動についての基礎的実験:伊藤(八工大)

ジオメンブレンの破損要因の内、特に下地地盤の空隙の影響、言い換えれば、下地調整の

不備による破損のメカニズムについての研究で、空隙の大きさや形状の影響について検討さ

れている。一定水圧下でのジオメンブレンの伸びの分布や一定変位を与えたジオメンブレン

の伸び分布の経時変化などが報告されている。

く第4セッション> 座長:龍岡文夫(東京大学)、副座長:小浪岳治(岡三リピック)

本セッションでは、ジオシンセティックスの補強盛土や支持力補強、および土圧軽減などに関

する機能を実験的に調べた結果が報告された。

(13)粘性土のダイレイタンシー特性がジオコンポジットの引抜き抵抗特性に及ぼす影響:宮田

」盟主L
正のダイレイタンシー特性を示す粘性土と、負のダイレイタンシー特性を示す火山灰質粘

性土を用いて、織不/不織布からなるジオコンポジットの引抜き試験を実施した。その結果、

供試土が正のダイレイタンシーを示す場合の引抜き抵抗力は、負のダイレイタンシーを示す

場合に比べて顕著に増加する。ダイレイタンシーの効果は面的なジオコンポジットでも、帯

状のものでも期待できるとの質疑応答があった。

(14)室内模型実験結果からジオコンポジットによる粘性土の補強効果と排水効果を評価する方

法:安原(茨城大学)

不織布、複合布、および複合布を砂でサンドイツチ状に敷設した場合の室内支持力試験結

果が、著者らの提案する“補強効果判定ダイアグラム"を用いて示された。複合布を砂でサ

ンドイツチ状に敷設することにより、支持力・剛性とも著しく増加することが報告された。

さらに、複合布の砂は複合布の通水・透水機能を低下させない効果が期待できることを示さ

れた。補強効果判定ダイアグラムの活用方法や、通水・透水機能を評価方法についての質問

があった。

(15)ジオセル敷設層のマットレス補強効果:萩尾(日大)

ジオセルの敷設幅と敷設幅に着目した EPS模擬地盤上の載荷試験の結果とともに、 2層弾

性解析に基づいた理論値と比較が示された。その結果、敷設幅増加によって得られる応力分

散効果よりも、敷設高さ増加によって得られる変形拘束力・摩擦抵抗力による補強領域の一

体化の方が有効であることが報告された。ジオセル材料の引張強度等に関する質疑応答があ

った。

(16)ジオシンセティックスチューブ並列敷設による地盤支持力補強効果:鈴木(日大)

EPS版上に砂試料を充填したジオテキスタイル製円筒形サンドバッグ(チューブ)を並列
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敷設して室内動的載荷試験の結果が報告された。その結果、チューブは動的荷重下において

版補強効果が認められ、充填材の充填密度を高めることにより沈下量を抑制できることが示

された。補強土壁の基礎地盤への適用において効果を期待できるであろうとのコメントがあ

った。

(17) EPS緩衝材を有するジオグリッド補強砂の土圧に関する大型模型土槽実験:今(東京理大学)

可動壁実験土槽を用いて、 EPSブロックを緩衝材として擁壁背面に設置したジオグリッド

補強砂の士圧低減効果を調べた結果が報告された。壁面移動のない静止状態において EPSの

土圧軽減効果が大きく、壁面の移動にともなってジオグリッドによる補強効果が増加する傾

向が示された。最大壁面変位が 5mmの実験に対して、終局的な補強効果や破壊形態について

の質疑があった。

く第 5セッション> 座長:巻内勝彦(日大)、副座長:小竹望(東洋建設)

(18)FEM Simulation ofFailure ofReinforced Sand Based on a New Work-hardening Constitutive 

Model : Fang-Le Peng (東大)

新しく提案した砂の塑性ひずみエネルギーに基づく硬化則を用いたFEM解析によって、

面状補強材を水平配置した供試体の平面ひずみ圧縮破壊を解析し、実験で確認された挙動が

良く再現できることが報告された。補強材と砂の境界面での摩擦角の設定に関する質疑応答

があった。

(19) Confinement EfIect of Geosynthetic Reinforcement in Granular Fill Underlain by Soft Soil : Ghosh 

(茨城大)

軟弱土上の粒状材盛土内に単一層のジオシンセティックスを敷設した補強地盤に関して提

案した軸対称条件の力学モデルについて、補強材の拘束効果が基礎地盤の荷重沈下関係を改

善させることを示す数値解が報告された。力学モデルにおける仮定条件の妥当性についての

質疑応答があった。

(20)深層混合処理とジオテキスタイル併用工法による軟弱地盤上盛土の現地動的繰返し載荷試

験:村上(鉄道公団)

軟弱地盤上に鉄道盛土を構築する際の沈下対策として採用した深層混合処理工法とジオテ

キスタイルの併用工法に関し、列車走行を模擬した現地動的繰返し載荷試験結果が報告され

た。土質条件・盛土の状況や計測値などに関する質問があった。

(21)深層混合処理とジオテキスタイル併用工法による軟弱地盤上盛土の現地動的繰返し載荷試

験結果の検証解析:小島(鉄道総研)

軟弱地盤上に鉄道盛土を構築する際の沈下対策として採用した深層混合処理工法とジオテ

キスタイルの併用工法の現地動的繰返し載荷試験に関し、盛土と地盤の挙動や撹梓混合杭と

ジオテキスタイルの効果についての検証を目的として実施した数値解析結果が報告された。

土圧分布について、実測値と解析値との整合に係わる質疑応答があった。

く第 6セッション〉 座長:青木一二三(鉄建公団)、副座長:内村太郎(東大)

(22)耐震設計に用いるジオグリッドの引張強さに関する一考察:平井(三井石化産資)
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補強土構造物において、ジオグリッドに常時の荷重が載荷され、クリープ現象が生じた後

の引っ張り特性について、実験結果をもとに検証し、地震時の設計引張り強さを評価すると

きの強度低減係数の決め方とその必要性について議論した。

(23)新幹線盛土のジオテキスタイルによる耐震補強に関する研究:米浬(鉄建公団)

新幹線を含む鉄道盛土の地震時の変形を抑えるために、どの程度のジオテキスタイル補強

があればよいのかを見極めることを目的として、盛土高さ、勾配、盛土材料、締固め程度、

地盤条件などの違いに対して地震時の許容変形量を仮定し、必要な盛土の耐震補強量を検討

した。

(24)ジオグリッド補強土の拘束効果を導入した破壊基準とその設計法への応用:河村(信州大)

補強土の補強メカニズムとして、引張り補強効果以外に「拘束効果Jの概念を導入し、せ

ん断面と補強材の角度を決められるような直接せん断型の試験装置による実験結果をもとに、

補強土の破壊基準のモデルを提案した。これをもとに、補強土擁壁の設計計算例を示し、現

行設計法と比較した。ディスカッションでは、根拠とされる実験で仮定している応力状態の

真偽について討議が行われた。

(25)ジオグリッド補強土壁の信頼性解析に関する基礎的研究:重久(防大)

ジオグリッド補強土壁の設計で、設計変数の不確実性を考慮し、想定しうる個々の破壊モ

ードに対する余裕度をバランスょくすることを目的として、信頼性解析法の導入を試みた。

これにより、将来導入されるであろう限界状態設計法における部分安全係数を決定するため

の手がかりが得られることが期待される。

(26)鉛直土圧係数簡易推定法の提案と適用範囲:福田(地域地盤環境研)

埋設管にかかる鉛直士圧を算定するうえで、土庄の発現モードを突出型と溝型の両極端に

分類して別々のモデルを適用する従来型の計算法に対し、両土圧パターンを統一的に扱うた

めの簡単なモデルを仮定し、変形特性に着目した鉛直土圧計数の簡易推定式を提案した。こ

のモデルが、たわみ性埋設管やEPSによる鉛直士圧軽減工法に適用できることを示した。

このモデルは、上界値問題を解くもので、土圧を実測できないときの簡易指標に使えるもの

である、等の議論がなされた。

く第 7セッション〉 座長:荒井克彦(福井大)、副座長:河村 隆(信州大)

本セッションでは、発表の順番の変更があった。以下、セッション中の発表の順番通りに記述

する。また、 2編目の発表は加藤氏(東大)が行った。

(27)補強土擁壁の地震時安定性に関する傾斜・振動台実験(その 2):渡辺(鉄道総研)

補強土擁壁の地震時安定性を検証するために 3種類の補強土擁壁模型および従来型の重力

式擁壁模型を用いて行った水平加振実験に関する報告があった。模型実験の相似則、転倒モ

ーメントの比較および算出法に関して質疑応答が行われた。

(28) Model Shaking Tests of Soil Retaining Walls Situated on Sand Slope: .黄(成功大)

大地震時における斜面上の擁壁の破壊メカニズムおよび耐震性を調べるために、 3種類の

擁壁模型を用いて行った段階的不規則波加振実験に関する報告があった。模型実験の相似則

と大径撹枠混合を用いて擁壁の頂部付近の盛土と擁壁の下部の斜面を補強したもたれ擁壁に
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おける補強メカニズム関して質疑応答が行われた。

(29)補強土構造物の安定性を目的としたラチエッ卜機能付きプレストレス維持装置:夏木(新

井組)、加藤、北野、篠田、山本、龍岡

補強士にタイロッドを用いてプレロードとプレストレスを加え、盛土の剛性と残留沈下特

性を飛躍的に増加させた PL.PS補強土構造物に関する報告であった。 PL・PS補強土工法の耐

震性を向上させるために、タイ口ッドに設置したラチェット機能付きプレストレス維持装置

に関して詳しく説明があった。

(30)プレローディド・プレストレス補強土構造物のレベル II地震動に対する動的応答特性:

篠田(東大)

ラチェット機能付きプレストレス維持装置を設置した PL.PS補強土構造物の非常に大きな

地震荷重(レベル II地震荷重)に対する動的応答特性に関する報告があった。ラチェット装

置を装着することにより、加震中プレストレスを維持でき、装着しない場合と比較して大幅

に変形特性を改善できることが示された。

(31)ラチェット機能付プレストレス維持装置を使用したプレ口ーディド・プレストレス補強土

構造物の共振時の動的応答特性:山本(東京理科大)

ラチエツト機能付きプレストレス維持装置を設置した PL.PS補強土構造物の共振時の動的

応答特性について報告があった。ラチェット装置を装着することにより、共振時においても

上部反力板の回転が小さいなどの曲げ変形を抑制する効果があることが示された。

(32)実プレローディド・プレストレス (PL・PS)補強土橋脚の固有振動数:半井(東大)

PL・PS補強土橋脚の実構造物に関して固有振動数を求めるために行った実構造物衝撃試験

結果と、室内模型試験および解析結果から求めた PL.PS補強土橋脚の固有振動数との比較に

関する報告があった。比較の結果、現場での測定値と室内模型実験および解析結果との間に

大きな差がみられたが、その原因に関して質疑応答が行われた。

く第 8セッション〉 座長:北本 幸義(鹿島建設側)、副座長:峯岸 邦夫(日本大学)

(33) PレPS補強盛土の長期計測結果と圧縮量の予測:内村(東大)

PL.PS補強土橋脚がプレロードを受けた際の荷重・変形挙動を三要素型のレオロジーモデ

ルである NewIsotachモデルを用いて解析を試み、その結果について報告がなされ、パラメー

タ決定時にどのくらいの誤差が許されるか、また、クリープ変形を生じない材料のときはど

のような結果になるのかなどについて質問があった。

(34)剛壁面補強土壁工法の壁面工に関する施工実験:山田(鉄道総研)

剛壁面補強土壁工法において溶接金網による仮抑え材を型枠締付け材の反力体として活用

すべく実施した性能確認試験(コンクリート側圧測定試験、仮抑え材の引抜き試験)につい

て報告があり、打設高さが高くなると引抜き抵抗が確保しづらいが実際の現場ではどのよう

に対応しているかなどについて質問があった。

(35)大型「土のう Iを用いたアーチ構造物の試験施工:久保(前田工繊)

ジオシンセティックス製の大型土のうを用いて実施工を想定したアーチ構造物を施工し、

自立させたときの大型土のう間の土圧の挙動およびアーチ構造物自体の変形について調べた
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結果が報告され、土圧計の設置位置や適切なライズ比などに関する質問があった。

(36)ジオシンセティックスで補強した防護盛土擁壁への現場載荷実験:伊藤(前回工繊側)

補強した盛土構造物に平板を介して準静的な荷重を作用させる現場載荷試験(高さ 2mの

小型模型実験と実物大模型実験)を行い補強盛土の落石防護擁壁としての有効性を検証した

結果にが報告され、実際の現場では落石の形状、作用高さが異なるので予想される影響など

について質疑応答が行われた。

(37)ジオシンセティックスを用いた落石防護擁壁の実験的研究:淵上(エイ・シイ・デイ)

ポケット式落石防護補強擁壁の開発を目的として、小型および実物大模型で落石衝突時の

衝撃吸収性能の確認を行い、その結果について報告があり、無転圧層の勾配について山側へ

傾斜を設けた方がよいのではないかという提案がフロアーからあった。

2.2 全体をとおして

今回発表された 37編の論文を、ジオシンセティックスに期待する機能や対象土の種類、構造

様式などによって分類したものを次ページの表- 1に示す。「補強Jに関する論文では、補強土

壁の利点の一つである耐震性に関する論文が、 PL ・PS工法に関する研究を含めると非常に多

く、地震動よりも速い荷重を対象にした防護壁に関する論文もみられた。補強土壁は新しい形式

の土構造物であるため (PL • PSはもちろんのこと)、その地震時の挙動についてはデータの蓄

積が少ない。今回発表された論文はいずれも貴重なデータと解析結果を示しており、今後の発展

が非常に期待される。相互作用・数値解析に関する論文も内容が濃く、補強メカニズムの解釈に

関係した、これらの論文に関するディスカッションが最も白熱していたように感じられる。今回

は、粘性土盛土の安定化に関する論文が多かった。建設残土を有効活用するためには必要な技術

であり、今後とも現場データと解析値との比較・検討が望まれる。「排水Jに関する論文では、

水平排水材のほかに鉛直排水材に関するものがあった。フラスチックドレーンは技術マニュアル

も昨年発表され、今後も高いニーズが見込まれる。今回発表された論文は材料の選定や設計に欠

かせない検討がなされており、工法の合理化に寄与するものと思われる。「遮水」に関する論文

では、新しい遮水システムに関するものと、ジオメンブレンと地盤の相互作用を考慮した材料の

性能評価に関するものがみられた。これらのテーマは私たちの生活と強く密接したものであるの

で、今後もシステムと材料の両面にわたる研究成果が期待される。

3. 表彰式および懇親会

第 1日目の最終セッション終了後、同会場にて 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賞状と記念の盾が贈られた。受賞者は以下のとおり(敬称略)。

論文賞:三浦哲彦・柴 錦春(佐賀大学)

奨励賞:藤山哲雄(前田建設工業)

技術賞:加藤正二(JR東日本)

技術奨励賞:渡遺弘行(熊谷組)、淵上正浩(エイ・シイ・ディ)

本誌には受賞者の喜びの声が掲載されているので、是非ご一読いただきたい。また、表彰式終

了後、地盤工学会会議室に会場を移し、懇親会が開催された。参加者は70名を数え、盛会となった。
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表-1 発表論文の分類

分類(数字は論文数) 発表者(所属)と論文タイトル

山口(日大)短繊維混合土のせん断特性に及ぼすファイパー長と表面特性の影

相互
4 

響、井沢(東工大)GG形状が引き抜き特性に及ぼす影響、原田(東洋大)土

作用 中に埋設された GTの変形と摩擦係数、河村(信大)GG補強土の拘束効果を導

入した破壊基準とその設計法への応用

彰(東大)FEM Simulation of Failure of Reinforced Sand Based on a New Work-

数値
3 

Hardening Constitutive Model、Ghosh(茨大)Confinement Effect of Geosynthetic 

解析 Reinforcement in Granular Fill underlain by Soft Soil、重久(防大)GG補強土壁の
盛土 信頼性解析に関する基礎的研究
砂質土

渡辺(鉄道総研)補強土擁壁の地震時安定性に関する傾斜・振動台実験(その

耐震 4 
2 )、 Huang(成功大)Model Shaking Tests of Soil Retaining Walls Situated on Sand 

Slope、平井(三井化学)耐震設計に用いる GGの引張強さに関する一考察、米

津(鉄建公団)新幹線盛土の GTによる耐震補強に関する研究

防護 2 
伊藤(前田工繊)GSで補強した防護盛土擁壁への現場載荷実験、淵上(エイ・

シイ・デイ)GSを用いた落石防護擁壁の実験的研究

施工 山田孝弘(鉄道総研)剛壁面補強土壁工法の壁面工に関する施工実験

稲垣(真柄建設)局含水比粘性土を用いた両盛土工事における帯状排水材の効

補強
粘性土

果、藤山(前田建設)人工水平排水材を用いた空港盛土の挙動解析、宮田(防

盛土
4 大)粘性土のダイレイタンシー特性が GCの引抜き抵抗特性に及ぼす影響、安

原(茨大)室内模型実験結果から GCによる粘性土の補強効果と排水効果を評

価する方法

篠田(東大)PL • PS補強土構造物のレベルE地震動に対する動的応答特性、山

本(東理大)ラチェット機能付プレストレス維持装置を使用した PL • PS補強

PL • PS 5 
土構造物の共振時の動的応答特性、夏木(新井組)補強土構造物の安定性を目

的としたラチェット機能付きプレストレス維持装置、半井(東大)実 PL PS 

補強土橋脚の固有振動数、内村(東大)PL PS補強盛土の長期計測結果と圧縮

量の予測

基礎地盤 2 
萩尾(日大)ジオセル敷設層のマットレス補強効果、鈴木(日大)GSチューブ

並列敷設による地盤支持力補強効果

アーチ構造 久保哲也(前回工繊)大型「土のうJを用いたアーチ構造物の試験施工

今(東理大)EPS緩衝材を有する GG補強砂の土圧に関する大型模型土槽実、

他の工法
村上(鉄建公団)深層混合処理と GT併用工法による軟弱地盤上盛土の現地動

との併用
4 的繰返し載荷試験、小島(鉄道総研)深層混合処理と GT併用工法による軟弱

地盤上盛土の現地動的繰返し載荷試験結果の検証解析、田村 恵(地域地盤環

境研)鉛直土圧係数簡易推定法の提案と適用範囲

盛 土 2 
下野段(地域地盤環境研)GHD材の配置と排水性、椛津(日大): GT水平ドレ

ーン材の集排水特性
排水

自然地盤 2 
陳(地域地盤環境研)パーチカルドレーンの打設間隔とスミヤ-ゾーンの影響、

柴(佐大):粘土拘束下における PDの通水性能について

水野(豊順洋行)最終処分場における自然加圧修復システムの開発、池田(字

遮 水 3 大)GMの突き刺し抵抗実験、伊藤(八工大):基礎地盤に空隙がある場合の GM

の挙動についての基礎的実験

GS:ジオシンセティックス、 GG:ジオグリッド、 GT:ジオテキスタイル、 GC:ジオコンポジッ卜、 GM:ジオメン

ブレン、 PL・PS:プレローディド・プレストレスト

4. おわりに

シンポジウムは、阿部 裕幹事長の閉会の挨拶で幕を閉じた。 2日間開催のシンポジウムは今

回で 3回目であり、 IGS日本支部の最大の行事として定着した感がある。今後とも、会員のみな

さまのご協力とご支援をお願いする次第である。なお、ジオシンセティックス論文集第 15巻は

若干の残部があるとのこと。購入を希望される方は事務局に一報頂きたい。
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