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開催報告

第 17回ジオシンセティクスシンポジウム

(財)鉄道総合技術研究所小島謙一

2002年 12月 5日(木) '"'-'6日(金)の 2日間にわたり、第 17回ジオシンセティクスシンポ

ジウムが東京・お茶の水の中央大学駿河台記念会館で開催された。今年度も一般の発表セッショ

ンの他、特別講演、ディスカッションセッション、懇親会が行われ、盛況のうちに終了した。一

般発表セッションは査読を通過した 36編の論文を 8つのセッションに分けて行われ、各セッシ

ョンとも例年以上の熱心な発表及び討議がなされた。一般セッションの討議概要は本報告の後半

に示す。特別講演としては、八戸工大の熊谷先生により「ジオシンセティクスを用いた遮水構造

の施工技術と課題Jと題した講演が開催された。ディスカッションセッションは、「ジオシンセテ

ィクスを用いた遮水構造の耐久性評価Jについて実施され、パネラーと参加者の間で討議が繰り

広げられた。

なお、本報告は各セッションを担当されました副座長の方々のメモをもとに作成した。ご協力

頂きました皆様に感謝の意を表します。

<一般セッション討議概要>

第 1セッション(座長:小竹望(東洋建設) 副座長:小島謙一(鉄道総研)) 

新しい構造の補強土工法における動的特性や補強材特性と地震時変形の関係について、模型振

動実験や実物大模型の振動実験により検討した 6編の論文発表が行われた。

-改良土とジオグリッドを組み合わせた補強土壁の遠心振動台実験(大日本土木:斉藤知哉)

壁面部分に改良土を用いた補強土工法に関する遠心振動台実験結果である。この工法の地震時

安定性について検討を実施している。実験結果の破壊モードから、背面にある補強材と壁面部の

改良土の定着や実験時の計測手法なと、のデ、イスカッションが行われた。

-補強材特性の異なる補強土壁の地震時安定性に関する遠心振動台実験(東工大:井沢淳)

形状や剛性などの補強材特性が地震時変形に対してどのような影響を及ぼすのかについて、振

動台実験結果から評価したものである。静的な傾斜実験と動的な振動実験について壁面の変形、

背面地盤の変形の違いに関する質疑が行われた。

-鋼製壁面材とジオグリッドを壁面に使用した EPS盛土の振動実験(三菱化学産資:間昭徳)

緑化を行うために鋼製の壁面材を用いた EPS軽量盛土工法の実物大模型を用いた起振機によ

る振動実験である。振動実験から得られる交通荷重による影響度評価のほか、緑化に関する検討

も行っている。実験時における土圧計などの計測手法に関するものや交通荷重ではなく地震時の

場合の検討についての議論がなされた。

O
F

“
 

ρ
h
u
 



-補強土擁壁の地震時挙動と擁壁変位モードの関係(東大:加藤範久)

補強土擁壁の変位モード(滑動・転倒)の違いによる地震時挙動について、それぞれの変形モ

ードを卓越させた模型による振動実験結果から検討を行っている。変位モードとひずみ局所化の

発生メカニズムの関係などについて紹介された。

. PL・PS補強土橋台の三次元模型振動台実験(東大:半井健一郎)

PL.PS工法を用いた橋台に関して、現実のモデルに近い三次元模型を用いて振動台実験を行い、

以前行った二次元模型による実験結果やラチェットの効果を示した。 PL.PSの構造を維持する上

で重要な機構の 1つであるラチェットのライフサイクルコストなど耐久性や経済性に関する質問

や、根入れや杭などによる簡易な補強法による対策の可能性について議論がなされた。

-免震基礎としての PLPSジオテキスタイル補強盛土の振動台実験(東大:古谷明寿)

PL.PS補強土工法を重量構造物の免振基礎として適用性について振動台実験を用いて検討を

行っている。初期固有振動数によるが免振基礎としての適用の可能性があることが確認された。

第 2セッション(座長:今野誠(日大)、副座長:問 昭徳(三菱化学産資)) 

本セッションでは、ジオメンブレン、 GCL関連の研究が発表された。今後のジオメンブレン、

GCL工法の普及が期待されるものであった。

-ジオシンセティッククレイライナーの遮水性能に及ぼす 1価および2価カチオン混合溶液の影響(京

大:勝見武)

ジオシンセティッククレイライナ一(GC L)のベントナイトの耐化学性における実験である。

実験は塩化ナトリウムあるいは塩化リチウムと塩化カルシウムの混合溶液に対してGCLの膨潤

試験や透水試験を行ったものである。実験結果から、遮水性能には 1価よりも 2価カチオンの影

響が著しいこと、膨潤力と透水係数には相関関係がみられたこと、頼粒状よりも粉末状のベント

ナイトを用いたほうが遮水性能に優れていること等が報告された。

粒状、頼粒状のベントナイトの種類、実験時の有効応力(拘束圧)と実際の現場における拘束

圧、膨潤量、膨潤力の定義、試験法などに関して質問、議論が行われた。

-ジオメンブレン保護を目的としたハニカムフレームを用いた緑化事例(ホージュン:岡田朋子)

内陸型管理型最終処分場におけるジオメンブレンの保護の実験、事例が報告された。ジオメン

ブレンの長期的な保護、自然環境との調和を目的として、ハニカムフレームを用いて緑化する工

法の実証実験及び施工事例である。施工に関して質疑応答(覆土巻きだしの順序など)や実際の

施工で使用されている不織布など仕様について議論が行われた。

-遮水シートの応力緩和特性に関する実験研究(宇都宮大:許四法)

HDPE、FPA、TPOなと、の遮水シートの応力緩和特性に関する実験及び解析である。定ひずみ

30日開放置する応力緩和実験と定ひずみを 7円間放置してひずみを段階的に増大させる応力緩
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和実験の報告及び、 3要素粘弾性計算モデルよる予測式によって計算値と実験値の比較が報告さ

れた。実験における条件で特に設定ひずみ量の決定方法などの質疑応答などが行われた。

第 3セッション(座長:勝見武(京大)、副座長:内村太郎(東大)) 

-管理型海面処分場の表面遮水工における構成材料開のせん断特性(ゼオン環境資材:近藤三樹

郎)

本発表と以下の 2編は、管理型廃棄物海面処分場の表面遮水工として 2重遮水シートを用いる

場合の、遮水シート(ジオメンブレン)と保護マット(ジオテキスタイル:不織布)から成る多

層ライナー構造の安定性に関する一連の成果である。本発表では、斜面の安定検討に用いるせん

断抵抗に関する基本特性を把握するため、気中状態と水浸状態における各構成材料開の一面せん

断試験結果が示された。その結果、緩い状態の組粒材~不織布のせん断強度は水浸状態の方が気

中状態より小さく、遮水シート~不織布のせん断強度は水浸と気中状態による差異がほとんどな

いことが認められた。また、実験に用いた長繊維・短繊維不織布、 PVC製軟質・超軟質シートな

どの材質に係わるせん断特性や、せん断試験方法に関して考察した。

-せん断力を受けるジオシンセティックス多層ライナーの荷重伝達特性(東洋建設:北浦良樹)

管理型廃棄物処分場の法面部表面遮水工のジオシンセティックス多層ライナーに、被覆層など

の土質材料や埋立廃棄物の自重によってかかるせん断力について、多層ライナーの構成材料に生

じる引張力を計測できる実験装置を開発し、「土質材料~保護マット~遮水シート~保護マット

~土質材料から成る 5層構造j のフ口トタイフに対して、 2層---.....5層構造の多層ライナー模型の

構成材料と最下層の拘束条件をパラメーターとする多層せん断模型実験を実施した。構成材の変

位・引張力の測定結果に基づき、各層間のせん断抵抗特性と各構成材料の引張剛性の面から、多

層ライナーの荷重伝達特性を評価した。

-管理型海面処分場の側面遮水工における斜面安定に関する FEM解析(東洋建設:小竹望)

表面遮水工として「土質材料~不織布~遮水シート~不織布~土質材料」から成る 5層構造の

ジオシンセティックス多層ライナーを用いる管理型海面処分場の側面遮水工を対象として、 2次

元非線形弾塑性 FEM解析によって斜面滑りに対する安定を検討した。多層ライナーにせん断力

が作用する際の挙動を、各層問の摩擦特性・各層の引張剛性・土質材料の強度変形特性が支配す

る土とジオシンセティックスの相互作用問題と考え、側面遮水工全体の挙動を評価する FEM解

析手法を示した。

-敷設基盤の凍上に対するジオメンブレンの追随特性(農工研:長束勇)

ジオメンブレン (GM) を用いた貯水池表面遮水工法で、気象条件や地質条件により GMの敷

設基盤が大きく変形する可能性のーっとして、凍上現象に注目し、現地で想定されている敷設基

盤の凍上現象に対する GMの追随特性に関する室内試験を行った。その結果、 EPDM系 GMを

用いれば、一般に採用されている漬結漂戸間合った深さまでの敷設基盤の砕石等による置き換え
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は必要なく、施工上必要な厚さとできることが明らかになった。

第4セッション(座長:米津豊司(鉄建公団)、副座長:宮田喜害(防衛大)) 

本セッションでは、補強土擁壁の耐震設計に関する論文が 2編、軽量土に関する論文が 2編発

表された。補強土壁の耐震性の高さは、被災事例の調査や種々の模型実験によって明らかにされ

ている。そのため新しい適用が多方面で進められているが、設計法の整備が課題になっている。

その課題について取り組んだ前半 2件の研究は非常に有益であり、その実用化が強く望まれる。

一方、軽量土地盤の解析法や設計に関する研究は、軽量土に関する国際ワークショップが昨年東

京で開催されたことからも分かるように、新しい成果が今後も期待できる分野と思われる。後半

2件の研究はそれに関するものであり、今後の発展が大きく期待される。各発表の内容は以下の

とおりである。

-電車線柱付き補強土擁壁の耐震設計(複合技研:鴇田由希)

レベル 2地震に対する補強土擁壁の変形量の計算法が提案され、補強効果に関する試算結果が

説明された。実際は 3次元である電車線柱荷重を 2次元に置き換える考え方について質疑応答が

なされた。

-ジオテキスタイルで補強されたセメント改良補強盛土からなる橋台の耐震設計(復建調査設計:

幸原淳)

セメント改良補強土橋台の耐震設計法が提案され、逆 T式橋台との比較設計の結果が説明され

た。常時に対する設計の概要やセメント改良土を用いた場合の補強効果の考え方について質疑応

答がなされた。

-弾性 FEMによる軽量地盤の壁面土圧解析(茨城大:村上哲)

軽量地盤の壁面土圧に関して、軽量地盤材料のポアソン比や地山斜面における接合条件の影響

に関する弾性 FEM解析結果が説明された。土圧解析における境界条件の与え方などについて質

疑応答がなされた。

-圧縮材を用いた鉛直土圧軽減化工法設計法の検討(地域地盤環境研:田村恵)

EPS圧縮材をボックスカルパート上部に配置する場合の設計の考え方が提案され、簡易推定式

を用いた解析と弾塑性 FEM解析が比較された。簡易推定式の概要や EPS圧縮材のモデル化につ

いて質疑応答がなされた。

第 5セッション(座長:安原一哉(茨城大)、副座長:小浪岳治(岡三リピック)) 

本セッションでは補強土に用いられるジオグリッドの長期的な力学特性や土中の変形特性に関

する研究成果が報告された。

-高分子補強材の変形強度特性に対する材料粘性の効果(東大:平川大貴)
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4種類の補強材(ポリエステル、ビニロン、ベクトラン、アラミド)の引張り試験により材料

粘性が調べられ、提案された構成モデルで補強材の粘性による載荷速度効果を統一的に表現でき

ることなどが報告された。補強材の引張り特性のバラツキに関しての質疑応答があった。

-ジオグリッドの粘性による時間依存変形強度特性(複合技研:篠田昌弘)

クリープや応力緩和経験後、同一試験条件下の補強材(ポリエステル、ポリプロピレン、高密

度ポリエチレン)の引張り強度は低下せず、地震時の補強材の設計強度にクリープ低減係数を考

慮、すると補強材の引張り強度を過小評価することなどが報告された。材質劣化や年代効果に関す

る質疑応答があり、米国では化学的劣化、生物学的劣化などが考慮されていることが示された。

-クリープ荷重下におけるジオグリッドの土中変形特性(苫小牧工専:中村努)

土中引抜き試験による補強材のクリープひずみは引抜き口付近に集中し、提案された張力分布

推定式とよく一致することが報告された。また、補強盛土の変形は、必要以上に敷設長を長くし

ても軽減できず、土とジオグリッドの相対変位による盛土全体の変形を評価できる設計法の確立

の必要性が指摘された。

-ジオグリッドの引き抜き特性に及ぼす粒子径の影響(東大:林雄介)

模型ジオグリッドの土中引抜き実験の観察から、平均粒径が大きくなることで地盤変形領域が

広がり、引抜きせん断応力が増加する傾向や、引抜き特性に及ぼすジオグリッドの横リブの影響

が確認された。実際の補強メカニズムと引抜きのメカニズムの相違に関する質疑応答があり、引

抜き試験は設計定数を選定するために必要であるとの見解が示された。

• Effects of Viscous Property on Residual Deformation of Geogrids Subjected to Cyclic 

Loading (東大:Kongkitkul) 

気中繰返し引張り試験により、補強材(ベクトラン、ビニロン)の残留変形挙動に与える荷重

振幅、周波数、荷重レベルの影響が調べられ、繰返し載荷によって生じる残留変形は、材料粘性

による載荷速度効果が主要因であり、繰返し載荷そのものの影響は無視できることが報告された。

第 6セッション(座長:今泉繁良(宇都宮大)、副座長:板垣聡(前田工繊)) 

本セッションでは排水機能に関する 2編と補強機能に関する 3編、合計 5編の研究論文の発表

が行われた。

-動水勾配 lとする PBD通水量の意義と形状・拘束圧の影響(地域地盤環境研:下野段朋恵)

プラスチックボードドレン(以下 PBD)の動水勾配を 1とした時の通水量を定義し、従来の提案

式における通水量と比較を行った。動水勾配が 1における PBDの通水量は PBDの形状と拘束圧

によって変化することや PBDの通水量がある程度のまで大きくなると沈下速度にほとんど影響

がないことなどが計算結果により報告された。
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-ジオドレーンシート・盛土複合体における水理特性(日大:増田貴之)

薄層で、異方向性透水係数を有するジオシンセティックスを面状ドレーン材に用いたときの盛土

内の通水性・透水性についての二次元室内土槽モデル試験を行ない、ジオテキスタイルの厚さ、

突き固めた土の密度の影響について報告された。

-実際に敷設された帯状ジオシンセティックス残留引張り強度評価(岡三リピック:川原秀樹)

帯状ジオシンセティックスを敷設した 2つの現場の動態観測結果について報告された。さらに

その現場において、敷設後数ヶ月 "'1年半後に取り出された帯状ジオシンセティックスの引張り

特性についても報告された。

-土と高強度帯状ジオシンセティックスとの複合体の強度発現機構についての基礎的検討(道路

公団:安部哲生)

士と帯状ジオシンセティックスとの複合体の強度発現機構についてのメカニズムを説明された。

大型一面せん断試験を行い、土のせん断抵抗力 (8s)、土と帯状ジオシンセティックス複合体の

せん断抵抗力(品)、土と帯状ジオシンセティックスとの摩擦力 (f)、ジオシンセティックスに

作用する引張力 (η と拘束圧の関係についての試験結果を報告された。

-短枝付き短繊維混合土の力学的補強効果(日大:星野郁夫)

現地発生土を想定した東金産山砂に 3種類の短繊維(枝なし、 1cmの枝付き、 2cmの枝付き)

を混入し、大型一面せん断試験および一軸圧縮試験の結果から、混合土の補強効果について報告

された。大型一面せん断試験においては、若干の見かけの粘着力が付加されたがせん断抵抗角の

増加はほとんどなく、一軸圧縮試験においては一軸圧縮強さが大きく増加することが報告された。

第 7セッション(座長:桑野二郎(東工大)、副座長:篠田昌弘(複合技研))

-補強土河川堤防構造物の破壊実験と試験堤防再構築(岐車大:森口周二)

補強土河川護岸の通水実験及び破壊実験結果について報告があった。実験結果から、河川水位

と盛土内部の水位の変動にはず、れが見られなかったが、盛土内の残留水圧の重要性を指摘した。

護岸の中に水の影響について質問があったが、河川の水位と盛土内の水位が同じであれば問題が

ないが、浸透流などは破壊の原因であるので検討中とのことであった。

-波浪荷重を受けるジオシンセティックス補強土護岸の設計法(茨城大:安原一哉)

補強土護岸模型実験を行い、その実験結果に基づいて補強土護岸の設計法を提案した。実験結果

から、不織布よりも複合不織布での補強効果が高いことを示した。また、不織布同士を縫合する

か、モルタル注入によるフェーシングが有効であることを示した。

-鳥取県西部地震時のジオグリッド敷設堤防の挙動に関する検討(広大:佐々木康)

底部にジオグリッドを用いた堤防が鳥取県西部地震において被害が軽微だ、ったことから、地盤
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液状化時のジオグリッドによる堤防変形抑制効果について検討した。

-高速道路の補強盛土における車両走行によるジオシンセティックスへの影響(前田工繊:竜田

尚希)

交通荷重の多数繰返し載荷による補強土壁内に敷設されたジオシンセティックスの変形性につ

いて、ジオシンセティックスのひずみを測定することにより検討を行った。測定結果から、施工

時及び供用時に加わる衝撃や振動に対する補強材の劣化は見られなかったことが示された。

-補強土構造物の定荷重および繰返し荷重による変形特性(東大:内村太郎)

補強土橋脚模型の繰返し載荷実験と盛土材の三軸圧縮繰返し試験を行い、ジオテキスタイル補

強土構造物の常時の変形特性について検討を行った。繰返し載荷方向について質問があったが、

荷重の最大値に注目して繰返し載荷方向の向きを決定したとのことであった。

第 8セッション(座長:古関潤ー(東大)、副座長:井沢淳(東工大)) 

本セッションでは、ジオコンポジット補強砂地盤の支持力実験、千鳥配置したジオグリッド補

強土壁の実証実験、ジオグリッド補強土壁の変形に対する壁面剛性の影響に関する模型実験、落

石防御擁壁の信頼性に関する実証実験とさまざまな種類のジオシンセティックス構造物に対する

実験結果が報告された。

. Shape and deformation patterns of vertically loaded reinforced sand (茨城大:Chandan 

GHOSH) 

ジオコンポジッ卜を用いた補強砂地盤の支持力特性に関する小型模型実験の報告がなされた。

実験では、相対密度・敷設長・敷設深さを変えた場合の補強効果を比較している。またジオコン

ポジット層の敷設形態についてもV字型とお椀型で比較実験を行っている。質疑では、模型実験

における容器幅の影響、敷設形態をV型としたことに対しての質問がなされた。

-ジオグリッド引抜き試験と載荷試験による千鳥配置と全面配置の比較(法政大:嵯峨嘉邦)

ジオグリッドを千鳥配置と全面配置にした場合の補強土壁に対して、それぞれ引抜き試験・模

型載荷実験を行い、その安定性の比較結果が報告された。質疑応答では、補強材強度の影響、載

荷実験における千鳥配置と全面配置の場合のすべり面形状の違いについてなど、活発なディスカ

ッションが行われた。また軟弱地盤に対して適用した場合の不同沈下などの問題に対する質疑も

行われた。

-ジオグリッド補強士壁工における鋼製壁面材の剛性比較実験(前田工繊:吉田浩一)

4種類の壁面材(底部長さの異なる 2種類のエキスパンドメタル製壁面材、溶接金網壁面材)

を用いた試験盛土を構築し、その水平変位や壁面付近の締め固め度の比較を行った結果が報告さ

れた。その結果、壁面材に背筋を設置することで高い安定性が得られること、壁面材の剛性が壁

面近傍の締め問的!苛に影響する;::è 力:'~刑確~p ;セオlTいた。質疑は目合いや底面の形状・長さな
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ど、壁面材の詳細に関して行われた。

-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(その 2 落石の衝撃力が防護擁壁に

与える影響) (前田工繊:久保哲也)

一般国道沿いに構築された落石防護擁壁を用いて行った 9回の落石実証実験結果の報告である。

実験では、高速度ビデオカメラを用いて落石現象の詳細な観察を行っており、衝突速度・等価摩

擦係数などが求められていた。実験の結果、既存の設計法で施工された防護壁は十分な安全性を

有していることが確認された。質疑では、岩石の落下位置と壁面ブロックの最大変位の位置の整

合性について指摘があり、落石の跳ね返りの影響であるという見解が述べられた。
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