


(2)ジオグリッド伸び剛性が引き抜き抵抗に及ぼす影響:石漬(東工大)

ジオグリッドの形状・剛性、表面摩擦など材料特性が異なるジオグリッドを作成、土中引

き抜き試験を行った結果とジオグリッドの剛性が変わることによって、いかに引き抜き特性

に影響するかなどが報告された。実験で使用された盛土材(標準豊浦砂)の選定理由などの

質問があった。

(3)ジオグリッドの時間依存強度変形特性とその構成モデルの検討:平川(東大)

ジオグリッドの時間依存変形特性を実験的に調べ、その構成モデルの検討が行われ、ジオ

グリッドの強度変形特性は、等時理論に従わず、現在のひずみ量と非可逆ひずみ速度に支配

され、ひずみ履歴にも影響を受けていることが報告された。モデル化においては、ひずみレ

ベルの範囲、ひずみ速度に依存されない部分のモデル化、クリープ破壊現象の表現など質問

があり、実験においては空中、気中での適応などが質問された。

(4)ジオグリッドの長期耐久性の調査:井原(太陽工業)

鉄道の高架橋取付け盛土部の擁壁及び橋台に適用され、約 8年間の供用後、撤去回収され

た剛壁面補強土壁工法用ジオグリッドの長期供用後の引張強度試験を実施し、保持強度を確

認した内容が報告された。 SSカーブの伸びの変化や素材構成決定、素材の耐久性などの質問

があった。

く第 2セッション> 座長:青木一二三(鉄建公団)、副座長:峯岸邦夫(日大)

本セッションでは、補強士壁の信頼性解析法の提案や補強土橋台、補強盛土等の模型載荷

実験を行い地震時の安定性を検討した結果等について報告され、活発なディスカッションが

行われた。

(5)地震ハザード情報を活用する補強土壁の信頼性解析:宮田(防衛大)

補強土壁の信頼性解析法を提案し、設計変数の不確定性、補強材の敷設条件、想定地震動

の強さの影響について検討した結果について報告された。補強材の敷設長や局所ごとに位相

が異なる場合、経済的なことを考慮した場合等の考え方について質問があった。

(6)ジオグリッドの特性が補強盛土の地震時安定性に及ぼす影響:井沢(東工大)

形状や材質などを変えた模型補強材を作製して行った引き抜き試験と震度法を模擬して行

った遠心傾斜台実験で盛土の地震時安定性を検討した結果について報告された。補強材の剛

性が地震時の安定性へ及ぼす影響について質問があった。

(7)改良型プレストレス維持装置を用いたPL• PS補強土橋台の耐震性に関する研究:半井(東大)

Level IIの地震動に耐えうる橋台を開発する目的で、ラチェット付 PLPS維持装置を用いた

補強土橋台の耐震性を振動台実験により検討した結果、プレストレスが維持され高い耐震性

能が実現でき、橋台内の位相のずれによって地震時のエネルギーの吸収が可能であることが

報告された。

(8)模型振動実験による補強土橋台の耐震性の相互比較:渡辺(鉄道総研)

補強材を用いて橋台と一体化したセメント改良補強土橋台および小橋台、PLPS補強土橋台

の模型実験を行い、各橋台の地震時の挙動について検討した結果を報告された。セメント改

良土と補強盛土の複合体の変形特性やリン青銅板製モデル補強材の剛性などについて質問が
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あった。

(9)斜面上における各種擁壁の地震時安定性に関する研究:加藤(東大)

大地震における斜面上の擁壁の破壊メカニズムおよび地震時安定性を調べるために、従来

型擁壁、補強土擁壁など 5種類の擁壁模型の段階的不規則波加震実験を行った結果について

報告された。台湾において斜面上に擁壁が構築された場合、擁壁の下に支持杭などが施しで

あるかなどについて質問があった。

(10)アンカーを併用した急斜面上の補強盛土の室内模型実験:山崎(三井化学産資)

急斜面を想定した地山を設け、補強盛土を構築して補強材と地山を固定するアンカーを併

用した補強盛土の室内模型実験を行い、補強盛土の強度・変形特性がアンカーの位置、補強

材や壁面の剛性によって変化することが報告された。補強盛土の変形モードについての質問

があった。

以上のほかに、全体的なものとして、模型実験を行う上で相似則を成り立たせるための注

意点について質問があった。

く第 3セッション> 座長:太田秀樹(東工大)、副座長:内村太郎(東大)

(11) Numer i ca I S i mu I at i on of the Bear i ng Capac i ty of a Str i p Foot i ng on Re i nforced Sand : 

彰(白石) フーチング直下に面上の引張り補強材を水平に配置した密な空気乾燥砂の水

平模型地盤の支持力試験について、弾塑性 FEMによる数値解析を行った結果について報告

された。砂のモデルには、応力履歴に依存しない修正された塑性ひずみエネルギーに基づく

硬化則を用いた等方硬化・軟化非関連流れ則による弾塑性モデルを用い、これに砂の変形の

応力履歴・応力経路の依存性、弾性係数と内部摩擦角の異方性と拘束圧・初期密度の依存性、

せん断帯でのひずみ局所化が考慮された。また、砂の粘性効果を、三要素モデルを導入して

表現した。解析結果は、実施の実験結果と比較された。

(12)ジオグリッド補強土構造物における拘束効果の評価に関する検討:二宮(九大)

発表者らは、ジオグリッド補強土構造物の補強効果を、ジオグリッドに発生する張力によ

る引張り補強効果と、それ以外の効果である「拘束効果」とに分離して、その定量的評価を

行ってきた。補強土擁壁を想定した二次元積層体モデルの土庄実験で、巧妙な手法による拘

束効果を定量的に測定し、補強材敷設間隔との関連を調べた結果が報告された。また、この

実験に現れた土圧軽減効果と、これまでの拘束効果モデルのパラメータとの関連について考

察した。

(13)ジオグリッド補強土の拘束効果を導入した破壊規準とその妥当性の検討:河村(信大)

ジオグリッド補強土の強度の評価式に基づいて、拘束効果を導入した破壊基準を提案した。

破壊時におけるジオグリッドの張力の深さ方向分布を、ランキン主働土圧分布に等しいと仮

定して、破壊基準を修正した。実物大ジオグリッド壁模型の崩壊実験において実測された壁

背面土圧と、このモデルによって得られる破壊時の水平土圧との比較を行った。

(14)盛土基礎補強地盤の動態観測:吉田(前田工織)

補強土壁工法の基礎地盤処理対策として、ジオグリッドで砂・砕石などの中詰め材を包み

込んだものを基礎地表面に敷設し、支持力の向上と不等沈下の抑制、沈下量の低減を図る工
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法について、実施工現場における計測を行った結果が報告された。

く第 4セッション> 座長:緒方健治(道路公団)、副座長:荻迫栄治(清水建設)

本セッションでは、ジオシンセティックスを用いた各種工法に関する研究が発表された。

今後益々ジオシンセティックスの適用分野の拡大が期待される。

(15)改良土とジオグリッドを組み合わせた補強土壁の開発:伊藤(大日本土木)

補強土壁の壁面部分に改良土を配置し、ジオグリッドと組み合わせるタイプの補強土壁に

ついて、模型載荷実験および施工実験を行い、土圧や壁面変位の性状について検討した結果

が報告された。改良土の幅とジオグリッドの定着長の決定法や工法のメリット等についての

質問があった。

(16)深層混合処理工法とジオテキスタイルを併用した盛土の設計法合理化に関する検討:村

上(鉄建公団) 深層混合処理工法とジオテキスタイルを併用した工法について、盛土の載

荷試験を実施し、効果の確認を行うとともに、載荷試験の数値解析並びにパラメトリック解

析をもとに設計の合理化について提案がなされた。最初に施工された盛土が 2番目の盛土に

与える影響についての質問があった。

(17)鳥取県西部地震の液状化に対するジオテキスタイル工法の有効性:藤井(藤井設計)

鳥取県西部地震で液状化による被害が見られた事例について、ジオテキスタイルの敷設箇

所とそうでない箇所とを比較して紹介するとともに、模型実験による補強効果の検証につい

て報告された。

(18)千鳥配置で施工されたジオグリッド急勾配補強土壁施工事例紹介:山野(三菱化学産資)

銅製壁面材を使用したジオグリッド急勾配補強土壁について、補強材を千鳥配置した場合

の設計法の考え方と施工事例についての紹介がなされた。設計計算のやり方や力学的な実験

結果の有無等についての質問があった。

(19)防護柵に作用する水平荷重がジオグリッド急勾配補強土壁に与える影響調査:問(三菱

化学産資) ジオグリッド急勾配補強土壁に使用する防護柵に静的および動的水平荷重を載

荷する実験を実施し、土圧、変位等補強土壁に与える影響について検討がなされた。

(20)ジオシンセティックスを用いた落石防護擁壁の実証実験:久保(前田工繊)

ジオシンセティックスを用いた落石防護擁壁の実証実験を実施し、施工時の挙動の確認を

行うとともに、重錘を落下させる衝撃実験を実施し、各種緩衝材料の性能について検討がな

された ou水平方向の荷重に対する考え方等についての質問があった。

く第 5セッション〉 座長:古関潤ー(東大生研)、副座長:小島謙一(鉄道総研)

本セッションは PL/PS補強土工法に関する 2件と支持力補強に関する 2件の計 4件の研究

論文の発表が行われた。 PL/PS補強土については現在研究されているレキ材以外の適用に関

する質問や繰返し載荷時の周波数依存性に関する議論があった。現場発生土などの適用が可

能となれば現場におけるニーズが高まることから、今後のさらなる研究が期待される。支持

力補強に関する研究については、模型実験による実構造物への対応として載荷板の大きさな

ど、模型実験の考え方についての議論が積極的に行われた。模型実験の評価については、相
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似則の問題も含め各研究者が常に頭を抱える点でもあり、議論を重ねていかなければならな

い。いずれの工法も従来のジオシンセティックの用途の枠を超えた応用的なものであり、ジ

オシンセティックの適用の拡大につながる発展的な研究である。設計法の確立を行い、実構

造物への積極的な適用が期待される。

(21)PL.PS補強土橋脚の鉛直繰返し・クリープ載荷試験:内村(東大)

実際に供用された PL.PS補強土橋脚の長期挙動と構造物の解体に伴い行った載荷試験に

関する報告である。完成から約 4、ら年経過したが、残留沈下量で約 lmm程度、残留プレス

トレス率 80%と極めて高い安定性があることが確認された。また、繰返し載荷に対しても沈

下やプレストレスの低下は少なく、非常に高い剛性を有していることが報告された。同構造

物は良質な盛土材である粒調砕石を用いているが、今後の適用拡大の観点から粘性土など発

生土の利用に対する質問があり、過去の研究結果を踏まえ沈下量などの問題点について意見

が交わされた。

(22)補強土橋脚模型の鉛直圧縮特性に及ぼす繰返し・クリープ載荷履歴の効果:柴田(東大)

(21 )の論文と関連した PL・PS補強土橋脚に関する模型振動実験である。残留ひずみに着目

し、プレロード時やプレストレス時における繰返し載荷、クリープ載荷の載荷による違いに

ついての検討結果が示された。繰返し載荷に関しては周波数依存性の影響が問題となり、議

論が行われた。

(23)ジオシンセティックス補強地盤の沈下評価:安原(茨城大)

支持力の補強としてジオシンセティックスを用いた場合の簡易沈下予測式の提案である。

支持力の増加比と地盤反力係数の増加比をパラメータとした提案式を用いて、それぞれの効

果についてパラメータスタディを実施している。

(24) Geo-compos i te re i nforced sand bed-effect of dens i f i cat i on : C. Ghosh (茨城大)

(23)に続き、ジオシンセティクスを用いた支持力補強に関する検討である。ここでは、地

盤の密度、補強材長や補強材の設置位置(深さ)をパラメータとして実施した模型実験の報

告である。この結果から地盤の密度に関わらず長さや設置位置に関して最適解があることが

示された。実現場への適用に関する問題として、載荷板の大きさに関する影響など模型実験

における評価の問題が議論となった。

く第 6セッション> 座長:熊谷浩二(八戸工大)、副座長:宮田喜害(防大)

本セッションでは、排水機能と遮水機能に関する論文が 3編ずつ発表された。ディスカッ

ションでは主に、前者については長期安定性が、後者については性能評価の方法が議論され

た。各発表の内容は以下のとおり。

(25)RDジオテキスタイルで補強された粘性土盛土の非排水強度の予測:柴(佐賀大)

補強機能と排水機能を有するジオテキスタイルが配置された盛土中の非排水強度の予測手

法として、バーチカルドレーン打設地盤に対する圧密解を応用した手法が提案され、粘土拘

束下でのジオテキスタイルの通水性能についての実験結果が報告された。

(26)盛土底面に敷設したプラスチック水平ドレーンの排水機能に関する研究:山崎(佐賀大)

盛土底面に敷設したプラスチック水平ドレーンの排水機能を 2種類の室内試験で調べた結
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果と、パーチカルドレーンとソイル。セメント・セメントコラムを併用した地盤改良を想定

した FEM解析結果が報告された。

(27)水平敷設ジオテキスタイルの面内・面外ドレーン性能.塩野(日大)

拘束圧、動水勾配、そして通水時間がジオテキスタイルの通水性能ならびに透水性能に及

ぼす影響を室内実験で調べた結果が報告された。

(28)ジオテキスタイルとジオグリッドによる遮水シートの補強効果について:中村(岡三リ

豆之2_)_ ジオテキスタイルをジオグリッドの併用によって、遮水シートに生じるひずみを

小さくできることを室内試験で明らかにした実験結果と、発表者らが提案する修正 Trough

モデルの妥当性についての検討結果が報告された。

(29)遮水シートの突き刺し抵抗実験:池田(宇都宮大)

強度を変化させて作成した模型地盤の上に不織布と遮水シートをサンドイツチ状に敷設し

て、先端が鋭利な針と ASTM準拠の貫入棒を用いた突き刺し抵抗試験を実施した結果が報告

された。さらに、保護材の影響を調べた結果も報告された。

(30)接着性先防水シートの性能とその利用について:伊勢智一(クラレ)

新しく開発されたコンクリートと科学的に接着する防水シートの概要が説明され、有効性

を検証するために実施した室内試験と施工試験の結果が報告された。

く第 7セッション> 座長:今泉繁良(宇都宮大学)、副座長:小浪岳治(岡三リピック)

本セッションでは、最終処分場への適用を想定したジオメンブレンの耐久性や遮水性能に

関する研究と、農業用貯水槽の天蓋としてのメンブレンに関する研究が報告された。

(31)積雪に対する遮水シートの評価:福田(地域地盤環境研)

最終処分場法面部を想定した斜面上の遮水シートの変位に及ぽす積雪の影響が調べられ、

不織布と遮水シート、および保護土と不織布と遮水シートを組み合せた遮水構造を対象とし

た実規模実験から、保護土により遮水シートに及ぼす積雪の影響が小さくなることなどが報

告された。

(32)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 5):岩本(鹿島)

自己修復シートの屋外暴露試験サンプルの引張強度試験と止水試験、および自己修復層を

薄くした新しい自己修復シートの止水特性を調べた結果が報告された。暴露による劣化はほ

とんど認められないことなどが述べられた。製品開発において長期的な性能を把握するため

に実施した暴露試験の位置付けについての質疑応答があった。

(33)最終処分場における三要素複合ライナーの遮水性評価:水野(ホージュン)

ジオシンセティック・クレイライナーの重ね合せ継ぎ目部の透水試験と、ベントナイト混合

土の浸出水と海水による透水試験、および三要素複合ライナーの遮水性評について述べられ

た。住民合意を背景として研究された三要素複合ライナーのトラベルタイムは、 300----400年

超と評価できることなどが報告された。

(34)遮水シートの破損に伴う漏水量の推定方法.下野段(地域地盤環境研)

破損した遮水シートの漏水量を推定する簡易的式と FEM定常解析の比較結果が報告され

た。遮水シート下の遮水層の透水係数が漏水量に及ぼす影響や、遮水シート下に不織布など
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を敷設した場合の拡散防止効果などについての質疑応答があった。

(35)ジオメンブレン敷設時における施工管理方法の開発:新井(ケーエムテクノ)

漏水検知システムの実績や検査時に破損が見つかった事例などが紹介され、移動式の破損

部検知機の開発について報告された。電気的に漏電する状況での適用性や、実際のジオメン

ブレンの破損が重機の走行によることや溶着不良によることなどについての質疑応答があっ

た。

(36)ジオメンブレンを用いた農業用貯水槽浮上式天蓋の開発:直江(農業工学研究所)

農業用貯水槽のアオコ発生やゴミ・落ち葉の堆積に対処するための、浮上式天蓋の開発につ

いて述べられた。室内模型実験、大型模型実験、および実証実験から水中浮上式天蓋は、従

来の屋根構造に比較してコストや施工性の面で有利であることなどが報告された。ジオメン

ブレンの景観的な影響や、浮体の断熱効果などについての質疑応答があった。

く第 8セッション> 座長:安原一哉(茨城大)、副座長:小竹 望(東洋建設)

本セッションでは、海岸・河川護岸の保全を目的とするジオシンセティックスの適用に関

する研究(2編)と、断熱効果や土圧低減効果を期待した緩衝材とジオシンセティックスを

組合せた構造物挙動の評価に係る研究(3編)が発表された。

(37)Model Tests on Geosynthetics Reinforced Sand Revetment subjected to Assai I ing 

Waves: J.R. Mol ina (茨大) 造波水路を用いたジオシンセティックス補強護岸に対する波

浪載荷実験において、波高、補強材の種類と補強形式、中詰砂の密度、基礎構造を実験パラ

メータとする一連の検討結果から、これらが補強護岸の安定性に与える影響、補強護岸の破

壊挙動などが報告された。波浪により中詰砂に発生する過剰間隙水圧の発生と破壊挙動の関

連について質問があった。

(38)ブロックマット工法を用いた多自然型川づくりの施工例:明永(三菱化学産資)

河川護岸改修における多自然型河川護岸に適した工法のーっとして、ブロックマット工法

の施工事例、流れ安定性に対する照査方法が紹介された。法尻部のめくれ防止対策として実

施された根固め工の諸元決定や固定方法について質疑応答があった。

(39)土留壁の断熱材に硬質ウレタンフォームを使用した断熱効果の検討:米津(鉄建公団)

寒冷地における補強土留壁の凍上対策として採用された「壁体背面に硬質ウレタンフォー

ムを使用する断熱工法」の効果の検討において、現地の温度挙動計測結果が 2次元FEM熱

伝導解析によって再現できることが報告された。熱伝導解析に用いた硬質ウレタンの熱伝導

係数の設定について質疑応答があった。

(40) E P S緩衝材を有するジオグリッド補強砂の擁壁土庄:菅野(東理大)

EPSブロックを擁壁背面に埋設したジオグリッド補強砂の擁壁土圧を大型模型実験土槽

を用いて測定し、 EPSブロックによる静止土圧低減効果とジオグリッドによる主働土圧低

減効果について評価した結果が報告された。鉛直土圧の評価方法や EPSの弾性変形量につ

いて質問があった。

(41)鉛直土庄簡易推定式の適用条件:田村(地域地盤環境研)

鉛直土圧低減を目的として圧縮材を頭部に敷設したボックスカルパートに作用する鉛直土
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圧に関し、著者らが提案した簡易推定式の適用条件について、既往実測値による検証結果や、

FEM解析から得られた盛土の応力ひずみ分布に関する考察などが報告された。圧縮材として

用いる EPSの圧縮特性とその土圧低減効果について質疑応答があった。

く第9セッション/ディス力ッションセッション:軽量盛土〉 座長:塚本英樹(建設企画 C)

EPS工法、発泡ウレタン工法、気泡モルタル工法の 3種類の軽量盛土工法に関するフロ

アーからの質問に対し、それぞれの工法を担当するパネリストが回答するという形式でディ

スカッションが行われた。

2.2 全体をとおして

今回発表された 41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。表中には、昨年の分類の結果

も併記した。今回の特徴として、まず「遮水Jに関する論文数の増加が目立つ。その内容も

多岐にわたり、廃棄物処理にはジオシンセティックスの活用が欠かせない状況が続いている

ことから、今後もこの傾向が続くと思われる。次回は、「補強Jに関する論文と同じく小分類

での比較を試みる必要がある。次に、「材料一般Jと「護岸Jという新しいカテゴリーに分類

される論文が目立った。前者は、限界状態設計法の移行を控えた今日ますます重要になる研

究であり、 IS九州においてもホットな議論がなされていた。後者は、自然環境との共生が求

められる昨今、新しい工法や材料の開発が期待される分野である。今回も前回同様複数の工

法を組み合わせるハイブリッド型の補強土技術についての論文が多かった。ハイブリッド型

の工法が適用された補強地盤のパフォーマンスについては不明な点が多く、今後解析と実験、

そして現場計測による詳細な検討が必要である。補強に関するその他の論文は、継続的に行

っている研究成果の報告が多く、いずれも今までの研究を着実に進展させるものであった。

表-1 発表論文の分類

分 類 論文数()は昨年度 論文番号

材料一般 2 (0) (3) (4) 

相E作用 4 (4) (1) (2) (12) (13) 

数値解析 3 (2) (5) (1J) 

盛土(砂質土)
市t 震 4 (4) (6) (8) (9) 

防 護 2 (2) (19)(20) 

護 1平 3 (0) (37) (38) (17) 

補 5虫 施 工 1 (1) ( 18) 

盛土(粘性土) 1 (4) 

PL・PS 3 (5) (7) (21) (22) 

基礎地盤 2 (2) (14) (24) 

アーチ構造 0(1) 

他の工法との併用 6 (4) (10) (15) (16) (39) (40) (41) 

tJ~ 水
盛 土 3 (2) (25) (26) (27) 

自然地盤 1 (2) 

遮 水 9 (3) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 
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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、赤木表彰委

員会委員長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:

斜面上における各種擁壁の地震時安定性に関する研究(加藤範久:東京大学)

奨励賞:

①防護柵に作用する水平荷重がジオグリッド急勾配補強土壁に与える影響調査(間 昭徳:

三菱化学産資、前田英史:前回工繊)

②ジオグリッドの特性が補強盛土の地震時安定性に及ぼす影響(井沢 淳:東京工業大学)

技術奨励賞:

①ジオテキスタイルを敷設した堤防の鳥取県西部地震時の沈下(佐々木 康:広島大学、

福渡隆:国土交通省)

②大型建築構造物における XPS大規模嵩上げ盛土(ダウ化工:天辻吏慶、横谷俊也)

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 66名を数え、盛

会となった。

4. おわりに

シンポジウムは、桑野二郎行事委員会委員長の閉会の挨拶で幕を閉じた。論文集の体裁も

一新され、 40を超える論文が採択された。また、今回より、特別会員となっている企業に、

一社あたり個人会員の参加費で参加できるチケットを 10枚発行したこともあり、参加者は昨

年より 30名弱増加した。このように、多くの方々の知恵と努力のおかげでシンポジウムも毎

年充実している。一方、各セッションにおけるディスカッションの時聞が短すぎるなどのと

いった声も聞かれる。行事委員会では、それらの反省をもとに今後もシンポジウムの活性化

に努めていく所存である。ジオシンセティックス論文集第 16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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