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開催報告

第18回ジオシンセティックスシンポジウム

(財)鉄道総合技術研究所小島謙一

2003年 12月4日(木)"-' 5日(金)の 2日間にわたり、第 18回ジオシンセティックスシンポ

ジウムが福岡県福岡市・九州大学国際交流フラザで開催された。初めての九州地区での開催とい

うこともあり、非常に多くの参加者の中、活発な論文発表及び討議が行われ、盛況のうちに終了

した。今年度は、今まで、行われていた一般発表のセッション、特別講演、ディスカッションセッ

ションの他、限界状態設計法に関する特別セッションが行われ、閉じく限界状態設計法をテーマ

としたデ、イスカッションセッションとあわせて今後の補強士の設計法を考えていく上で、興味深

い議論がかわされた。また、初日のセッション終了後には例年どおり JCIGS賞の授賞式及び懇

親会が開催された。多数の方に御参加いただき、セッション内では議論できなかったことなど様々

な話題で賑やかに行われた。一般発表セッションは査読を通過した 47編の論文を 7つのセッショ

ンに分けて行われた。特別セッションは 8編の論文が発表され、いずれの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。一般及び特別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、佐賀大学の林先生により「遺跡に“古代の建設技術"を読む~特別史跡・

水城を中心として」と題した講演が行われた。ディスカッションセッションは、「ジオテキスタイ

ル補強土工法への限界状態設計法の導入」について実施され、パネラーと参加者の間で積極的な

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:島岡隆行(九大) 副座長:宮脇健太郎(九大)) 

現場実験等を通して行われたジオメンブレンに関する基本特性や新しい適用に関する検討され

た6編の論文発表が行われた。

-海面処分場不織布保護マットの保護性能(赤井:大阪府産技研)

現行の海面処分場において、遮水シート保護マットとしての不織布について基準が明らかでない。

ここでは、保護マットの貫入試験と、海面処分場底部遮水構造を模擬した載荷試験を行い、下地地盤

の性状により、どの程度の貫入抵抗が必要かを求めた。質問として、地盤を模擬するため 2号、 4号

砕石を用いていることについて理由を求められた。下地性状により要求される基準が異なることが述

べられた。

-透水性地盤に築造する管理型海面処分場のシート遮水工(小竹:東洋建設)

本報告は、実際に行われた海面処分場の遮水シート施工について、事例を紹介された。陸上で

幅 40m溶着したシート+保護マットを海中に引き出し、海上溶着の後、沈設するというものであ

る。シートは不織布を両面に接着したものを用いている。なお、遮水工は 2重シート構造である。
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下地層が重要となるのではないかという質問に対して、側面部は転炉スラグを用いているとの回

答があった。また、シートと保護マットの接着について、延びが異なり問題がないかという意見

に対しては、強度に関する検討を行っているとの説明がなされた。

-透水性地盤の管理型海面処分場遮水工に作用する潮汐に起因する揚圧力(北出:東洋建設)

海面処分場では、処分場内外の水位差により、遮水工に揚圧力がかかる。ここでは、海面処分

場に 2重遮水シートを施工した場合を想定し、潮汐によりシートにかかる揚圧力を、非定常浸透

流解析を用いて計算した。揚圧力は基礎地盤の透水係数により、中心部では大きく影響を受ける。

鉛直遮水(矢板)を行った場合、護岸下部で揚水を行った場合、揚圧力の低減が確認された。基

礎地盤の厚さにより異なることや、護岸材料における転炉スラグ層の厚さの役割についての質

問・コメントがなされた。

-水中潜行浮上式貯水槽天蓋の挙動安定化に関する検討(長束:農工研)

農業用貯水池を対象として、ジオメンブレンを用いた水中浮上式天蓋について報告された。こ

の天蓋はジオメンブレン上に保護水が載る構造になっている。これまでに開悲した天蓋に対し、

本報告では自動排水制御システムを組み込み、貯水池の水量に合わせて天蓋が問題なく調整され

ることが報告された。質問・コメン卜としては、ジオメンブレンの種類、やフロートとしての重量

に関するものがあった。

-遮水シートの折れ曲がり性能(近藤:ゼオン環境資材)

海面処分場などでは、施工後シートの確認が困難である。本報告では、遮水シートの折れ曲が

りによる性能低下について、 l回折り、 2回折りを行ったシートについて、水圧膨張試験を用い

て検討を行った。使用したシートは、 PVC(厚さ 1.5mm、3.0mm)と HDPE(厚さ1.5mm)であ

り、シート種類により延びと破断の状況が異なった。水圧膨張試験では、夕、ンベル状シートの引

張試験の結果とは異なる傾向を示すが、直接的に判断できる情報が得られる。ダンベル引張試験

での応力ひずみ曲線の数値が一般にいわれているものと異なるのではという意見が出され、記載

されているのは全データではなく前半部分のみであり、最終値まで示していないためであるとの

回答があった。

. 10年間程度の実暴露実験によるジオメンブレンの耐久性評価(ブリヂストン)

最終処分場における遮水シート長期的劣化を検討するために行われた国内 5ヶ所で 10年間の

暴露実験について報告された。全国の北海道から沖の鳥島まで、温度日射条件が大きく異なる場

合での、 TPO、PVC、HDPE、LHDPEの引張試験、引き裂き試験、硬さ試験、その他各種試験

を行い、評価を行った。同時に促進暴露試験との比較も行った。最終処分場の一般的な供用期間

である 15年では十分性能が保持されることが示された。降伏点以降のデータを評価に用いている

ことについて質問があり、一般的には降伏点以前で評価するが、長期耐久性などはそれ以降も必

要であるとの回答が行われた。
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第 2セッション(座長:赤井智之(大阪府産業技研)、副座長:桝尾孝之(太陽工業))

現場実験によるジオメンブレンの研究成果や、新しい材料として注目されている軽量地盤材料

に着目した研究論文が報告された。

-傾斜角の異なる斜面に敷設された遮水工の引き込み張力(許:宇都宮大)

廃棄物処分場における遮水工を計画する上で斜面の傾斜が張力に与える影響について室内模型

実験を行い明らかにした。室内実験では傾斜勾配を変化させるながら張力を求めるとともに荷重

の作用位置についても検討されていた。勾配が急になると次第に張力が小さくなったことについ

ての質問があり、荷重の作用位置との関係ではないかとの回答がなされた。

-遮水シートの非破壊試験方法の開発に関する研究(井上:九大)

遮水シートの劣化をサンプリングテストによらず可視近赤外分光法による反射スペクトルの測

定で判定できるようなシステムを構築した。これにより遮水シートの物理特性の変化を非破壊試

験方法で知ることができるようになる。遮水シートの表面だけではなく内部の劣化についても調

査できるかという質問に対し、現状の評価は酸、アルカリによる表面劣化についての診断にとど

まっており、今後システムの完成度を向上させたいとの回答があった。

-最終処分場埋立地 2割勾配法面部における複合ライナーの長期応力ひずみに関する研究(水野:

ホージュン)

最終処分場における複合ライナーの長期動態観測で得られた知見について報告された。遮水工

のジオシンセティックスの複合構造を変化させた遮水工で保護士の影響、雪荷重の影響などを長

期間計測しそれぞれの構造に対して比較して評価された。(許氏:宇都宮大学)の発表に合わせて

現場でシワを付けながら施工すれば遮水工に発生する張力に対して議論する必要が無くなるので

はないかという質問に対して、現場での施工方法についても知見を得た上で研究を進めたいとの

回答があった。

-発泡ウレタン工法の都市高速道路入口斜路の路面嵩上げ工事への適用(浅野:名古屋高速道路)

発泡ウレタンを用いた軽量盛土を計画し施工した報告。発泡ウレタン材料の上部に舗装工とし

てコンクリー卜床板を直接施工したことが特徴である。必要性能に対する材料の強度試験を実施

し、検討したうえで施工した。高欄を取り付けるための張出し部の設計では FEM解析を行い変

形予測を行った。施工時には計測器を取り付けて変形挙動等についての現場データを取得し解析

した結果、 FEM解析による予測値よりも小さく安全であることがわかった。

-発泡ウレタンの力学特性(木村:岡三リピック)

現場で発泡させ施工する発泡ウレタン材の力学特性について圧縮試験、ポアソン比試験、繰返

し載荷試験等を実施することによって把握した。さらに、コンクリートとの摩擦試験を行い床板

コンクリートとの摩擦抵抗に対しても把握した。物性試験の中でクリーフの影響については把握

されているかという質問に対し、今後、検討しクリープに対しての知見を得ていきたいとの回答
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があった。

・弾性 FEMによる軽量地盤材料を用いた壁体構造物の土圧に与える境界条件の把握(村上:茨

城大)

地盤材料のうちで軽量である特性を生かした軽量地盤材料について、一般の土質材料と異なる

物性による土圧について数値解析した内容が発表された。数値解析には発泡ウレタンを想定した

材料定数が用いられており、盛土部分と地山部分の境界面での境界条件を変化させ、壁体構造物

への影響(士圧)について比較評価した結果が報告された。

第 3セッション(座長:安福規之(九大)、副座長:内村太郎(東大))

補強土壁工法における長期的な挙動の評価や近年検討が進められている応用的な工法について、

調査や実験を中心とした論文発表が行われた。

-ジオグリッドを用いた実物大補強土壁の変形挙動(その 1)補強土壁の長期変形挙動(中根:鉄

建建設)

-ジオグリッドを用いた実物大補強土壁の変形挙動(その 2)補強材の引張特性と耐久性(平井:

三井化学産資)

ジオグリッドを用いて築造され、 12年をすぎたL型ブロックと土のう巻き込みを壁面工とする

高さ 5mの補強士壁(勾配1.0:0.1)、および 7年をすぎたコンクリートブロックを壁面工とする

高さ 8mの補強土壁(勾配1.0:0.0)について、この間に計測された壁面変位、ジオグリッドの

ひずみ、地盤反力などの経時変化をもとに補強士壁の変形挙動について報告された。また、使用

したジオグリッドを、敷設した盛土内および巻き込み式の壁面工の表面から切り出して採取し、

引張試験および対薬品試験を行い、引張特性と耐久性について検討された。

-銅製壁面材を使用したジオグリッド補強土壁の実物大盛土における載荷実験と千鳥配置の適用性の

確認(間: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の妥当な仕様を確立するため、実物大模型(高

さ4m、盛土幅5m)に対して、載荷実験を行った結果が報告されたO 三次元的な配置方法として実績のある、

千鳥配置工法の適用性も確認された。

-アンカーを併用した急斜面上の補強土壁の実物大施工実験 ~施工について"'(吉田(員):前

田工繊)

-アンカーを併用した急斜面上の補強土壁の実物大施工実験 ~計測結果速報"'(山崎:三菱化

学産資)

盛土構造物を急斜面に設置する際に、地山にアンカーを打ち、それに補強材を連結して補強盛

土を構築する工法について、施工実験の結果が報告された。実験では、急斜面を想定した、ソイ

ルセメントによる実物大の人工地山の斜面上に、ジオグリッドと鋼製壁面材を用いた補強土壁を

構築した。アンカ一、補強材の張力の分布などについて検討が行われた。
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-補強土壁の銅製枠形式壁面工に作用する荷重と変形(弘中:三井化学産資)

ジオグリッドと鋼製枠形式の壁面工を用いた補強土壁工法について、鋼製枠に作用する力や変

形を、実物大試験盛土を構築して実測により検討した。施工時の段階的な盛土荷重および転圧荷

重による挙動を計測した。壁面の変位とたわみは、壁面材裏込め部の施工時に大きくなるが、そ

の後の上段の施工では増分は小さく、一定に落ち着くことなどが報告された。

-二重壁構造を有する補強土擁壁工法の現場計測(吉田(浩):前田工繊)

土圧による壁面のはらみだし、および、壁面近くの転圧不足を防ぐため、壁面材と裏込め土の

問に単粒度砕石からなる変形吸収層を設けた、二重壁構造の補強土擁壁について、実物大模型を

構築し、実証試験を行った。盛土内の補強材張力分布は、柔な壁面工を持つ擁壁に近く、壁面材

と裏込め土を分離した効果が確認できた。また、数値解析によって、変形吸収層の単粒度砕石の

投入時期によって、土圧、壁面変位の分布が変わるという結果が得られた。

-プレストレス補強した落石防護補強土擁壁の衝撃載荷実験(西田:プ口テックエンジニアリン

グ)

これまで、柔な土構造物のエネルギー吸収性能を利用した、プレストレスされた補強盛土によ

る落石防護工を開発してきたが、これを、落石のような集中的な衝撃荷重ではなく、山崩れ、土

石流、雪崩などのように広範囲で面状に作用する衝撃荷重に対して用いたときの性能について、

実物大模型への載荷試験によって検討した。タイロッドやフレストレスによる拘束によって、剛

性を高める効果が確認できた。

第4セッション(座長:平井貴雄(三井化学産資)、副座長:井運淳(東工大))

本セッションでは補強材の摩擦特性問題に関する研究が4編、クリーフに関する研究が 3編発

表された。特にクリープに関する東京大学の一連の研究成果が発表され、質疑応答の焦点となっ

た。クリープ破断に対する安全率の解釈について非常に活発な意見交換がなされた。

-二軸圧縮試験装置を用いた補強材の土中引抜き挙動の定量評価(河村:信州大)

新しく開発した二軸圧縮・引抜き試験装置を用いた引抜き特性の解釈に関する考察が述べられ

た。特に引き抜き試験時の鉛直応力増加について、その評価法について焦点が当てられていた。

またダイレイタンシー特性の影響から、敷設間隔の引抜き抵抗に与える影響が大きいことなどが

示された。

-横方向部材がジオグリッドの引抜き特性および地盤変形に及ぼす影響に関する研究(安井:東

工大)

引抜き試験中のジオグリッド周辺の地盤変形を観察した結果が報告された。試験では横リブ本

数の違いによる引抜き抵抗の影響も調べられていた。引抜き中、ジオグリッドの横リブが前方の

土塊を押しのけようとするため、前面にひずみが集中する様子が、ひずみ分布コンタ一、変位ベ

クトル図等を用いて示された。
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-セメント改良粒調砕石盛土中のジオグリッド補強材の引抜き試験(内村:東大)

粒度調整砕石を用いたセメン卜改良士内のジオグリッドに対する、現場引抜き試験結果の報告

である。セメント改良士とジオグリッドの付着は良好であることが確認されていた。また、引抜

き抵抗は改良土と補強材のすべり特性だけでなく、補強材の引張り剛性が大きく影響してくるこ

とが述べられた。

-二軸圧縮条件下におけるジオグリッド補強土の拘束効果の発現特性(金重:九大)

裁断数を変えた数種類のジオグリッドを用いたこ軸圧縮試験結果を用いて、拘束効果の発現に

対する考察が述べられた。ムL/L=O(裁断数無限大)の場合はやはり補強効果はないのではない

か、また士材料と補強材との相互関係で拘束効果は変わってくるのではないかという質疑があっ

た。

-ジオテキスタイルのクリープ変形と引張り強度に対するクリープ補正係数についての考察

(龍岡:東大)

現在のクリープを考慮した補正係数に対する見解が述べられた。クリープは劣化現象ではなく

材料粘性による応答であり、クリーフ破断に対する安全率の適用は不必要だという認識が述べら

れた。このため、クリーフ破断に対する安全率は不必要ではないかという意見も述べられ、活発

な議論がかわされた。

-ジオテキスタイル補強土擁壁の変形特性に対する材料粘性の影響(平)11 :東理大)

補強材の材料粘性と外力の載荷方法が、補強盛土の変形特性に与える影響に着目した模型実験

結果の報告がされた。補強土の変形には速度依存性があること、クリープ変形よりも繰り返し載

荷の方が残留変形は大きいこと、補強材がクリープ破断する傾向は見られなかったことなどが発

表された。

'Simulation of cyclic loading tests on geosynthetic reinforcement (Warat Kongkitkul:東大)

載荷パターンによる高分子材料の変形特性について述べられた。また非線形レオロジーモデル

を用いて、高分子補強材の時間依存変形特性をシミュレートしており、実験結果と概ね一致する

結果が示された。質疑応答では、繰返し載荷による疲労破壊現象との関係について質問があった。

第 5セッション(座長:小竹望(東洋建設)、副座長:小浪岳治(岡三リピック))

本セッションでは、比較的新しいジオシンセティックスの適用に関する 9編の論文発表がなさ

れた。

-自然共生型補強土護岸工法の設計法について(森口:岐阜大)

ジオグリッド敷設長 1m以上、敷設間隔 50cm以下、補強土直高 5m以下などの基本構造を満足

することを前提とした河川補強土護岸の設計方法と、実大規模実験の結果が報告された。自然共
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生に関する質疑応答の中で、盛土材は透水性のよい材料で植生できるものを適用範囲としている

との回答があった。

-侵食防止シートを用いた河川改修の施工事例紹介(今}11 :田中)

河川堤防の侵食防止のために、立体的なシートの空隙に高含水比土と乾燥土を充填させた施工

事例が報告された。シートへ土を充填する方法の効率化が課題として述べられた。また、高含水

比土はスランプ地を管理して充填されているが、乾燥土は粒径などにより充填状態が異なるとの

質疑応答があった。

-ジオシンセティックスを用いた建設汚泥の再利用(横田:前田工繊)

建設副産物である建設汚泥をセメント改良とジオシンセティックスを用いて曲げ剛性をもたせ

て、路床・路盤に利用することを目的としたブロックタイプ、および袋タイプの平板載荷試験と

六価クロム溶出試験の結果が報告された。施工性、コストの観点から袋タイプ開発の優位性が述

べられた。

-センシング機能を有するジオグリッドの性能確認試験(伊藤:前田工繊)

ジオグリッドの応力状態や盛土の変状などを計測することを目的とした、光ファイパーを内蔵

させたジオグリッドに関する室内、および現場での性能確認実験結果が報告された。光ファイパ

一周辺の接着材や管、さらには異なる光ファイパーによる異なる計測概念の適用性などについて

の質疑応答があった。

-セグメント舗装クッション層に敷設したジオテキスタイルの耐久性能評価(石井:日大)

インターロッキングコンクリートブロックのクッション層下部へ敷設するジオテキスタイルの

輪荷重に対する耐久性・浸透水の有無の影響が室内試験により調べられた。ワリフで強化したジ

オテキスタイルは通常の不織布より耐久性が高いことが報告された。吸水による損傷程度につい

ての質疑応答などがあった。

-ジオシンセティックスを用いた曲管部スラスト防護工法に関する基礎研究(津田:神大)

土中埋設パイプラインの曲管部に作用する不平衡力(スラスト力)に対するスラスト防護工法

に関する室内実験結果、および DEM解析結果が報告された。ジオグリッドを籍状にして曲管部

に取付けることの優位性が述べられた。また、実験と DEM解析の対応についての質疑応答など

があった。

-城郭石垣修復工事へのジオシンセティックスの適用(笹倉:鹿島建設)

城郭の石垣修復において、石垣への作用土圧低減を目的としたジオテキスタイル補強盛土の施

工事例が設計の考え方とともに報告された。質疑応答では防災上の土木工学技術の適用と、文化

財保護の観点からの修復工事の基本方針について議論された。
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-筒状織物やホース状材料等(ジャケット)の地盤工学分野への適用について(柴田:芦森工業)

斜面法枠や軟弱地盤表層補強、さらに TBMトンネルの支保覆工、杭基礎などの地盤構造物に

ジャケット内にモルタルを圧入して適用する方法が述べられた。また、ジャケットへのモルタル

注入試験とジャケット強化コンクリートの曲げ試験の結果が報告された。注入圧、注入距離、ジ

ャケット径などについて質疑応答があった。

-キャップドレーンを用いた真空圧密による軟弱地盤の改良(柴:九大)

地表面に気密シートを用いないキャッフドレーンの仕組みが説明され、中間砂層が存在する場

合の効果を解析でシミュレートした結果が報告された。キャッフドレーンを用いることにより、

改良域周辺の遮断壁が不要となり経済的になることが示日立された。また、真空圧が深度方向に不

均ーとなる解析結果についての質疑応答があった。

第 6セッション(座長:北本幸義(鹿島建設)、副座長:宮田喜書(防衛大)) 

本セッションでは、ジオシンセティックス補強土に関する 5編の研究が発表された。実験にお

けるスケール効果、上下方向の加振の影響、解析で使用すべき土質定数をどのような室内試験で

算定すべきか、そしてメインテナンスの方法について質疑応答がなされた。一定のパフォーマン

スをできるだけ低コストで確保するための方法の確立、新しい適用分野への開拓につながる 5編

の研究はいずれも重要で、今後も継続的な取り組みが強く望まれる。

-ジオテキスタイルを用いたセメント改良補強土橋台の現地載荷試験結果(青木:鉄道・運輸機構)

変位や土圧の測定結果が説明され、補強土橋台の変形モードの推定が示された。セメント改良

補強土橋台が高い安定性を有することと、設計が妥当性を有するという検討結果が示された。

-補強土壁の地震時安定性に及ぼす盛土材粒径の影響(井運:東工大)

3種類の粒径の異なる模型に対して実施された遠心力戴荷実験の結果が示された。 2直線すべ

りを仮定する解析法は、破壊時水平震度の算定には困難だが、すべり位置の決定には適用できる

という検討結果が示された。

-ブロック型補強土擁壁の震動実験(松島:農工研)

補強材の敷設間隔と壁面ブロックの影響を調べた大型振動実験の結果が示された。アニメーシ

ョンを用いた非常に分かりやすい発表がなされた。

-免震基礎としての PLPS補強盛土の性能に関わる条件(倉持:東大)

密度の高さ、プレストレス、タイロッドやラチェットの有無の影響を調べた実験結果が示され

た。実験結果は、入力振動数と固有振動数の大小の大きさでうまく整理され、論文には実際の免

震工法の考えも提案されている。
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-ジオグリッドによる堤防の液状化時の被害軽減効果に関する振動台実験(村)11:広大)

10ケースの振動台実験の結果が説明され、ジオグリッド敷設によって変形が抑制される効果に

ついての検討結果が示された。

第 7セッション(座長:柴錦春(九大)、副座長:村上哲(茨城大)) 

排水性を有しているジオシンセティックスの適用に関する検討を中心とした 6編の論文報告が

行われた。

-サンドマット効果を考慮したジオシンセティクス適用ハイブリッドサンドイツチ工法(安原:

茨城大)

ジオシンセティックスに砂層を敷設することによって、地盤支持力と地盤反力係数の改善効果、

透水・通水性能維持を目的としたハイブリッド・サンドイツチ工法の提案を行ったものである。

サンドイツチとすることによって、摩擦抵抗と引き抜き抵抗の両方が期待できる支持力増加機構

であるが、また、ハイブリッドに対応するような材料開発は現在困難であり、施工も難しいなど

今後の課題が挙げられた。

-ハイブリッドなサンドイツチ補強による軟弱地盤の改良効果(榊原:茨城大)

軟弱地盤上のハイブリッドなサンドイツチ補強土についての支持力および地盤反力係数に与え

る地盤材料を固化の効果について、模型実験による実験結果が報告された。固化材として寒天を

使い、目的とする比較的強度の小さい固化砂を作成する工夫されている。固化により地盤の補強

効果が増大するが、静的荷重と繰返し荷重により固化砂の強度が支持力および、地盤反力係数の改

善に影響を受けることが示された。

• Flow characteristics of HYBRID drain systems confined in fine-grained soi I (Chanadan 

GHOSH :茨城大)

排水補強材の目詰まり防止のための砂層を利用したハイブリッド排水システムの提案とその実

験結果および電子顕微鏡写真による観察結果の報告が行われた。砂層を敷設することにより目詰

まり防止効果があることを実験結果と電子顕微鏡写真による観察結果により示している。

. GHDの摩擦係数と摩擦試験方法(楠部:大林組)

GHD補強材の摩擦係数を求める各種試験方法の違いについて実験結果を用いた比較を行った

結果について報告したものである。その結果、スライディング船底試験、スライディングブロッ

ク試験、引き抜き試験の順で大きくなることが示された。また、引き抜き試験がもっとも小さく

なった要因として、進行性破壊による影響や各種試験方法における GHDの伸びの違いが指摘さ

れた。

-盛土内敷設ジオドレーンシートの排水性能評価(増田:日大)

盛土内敷設ジオドレーンシートの透水・通水性能について模型実験と数値解析による検討を行
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っている。対象とした土質は関東ロームであり、比較検討のため、良好な川砂を用いた実験も同

時に行われている。各種土質材料実験後のシートの電子顕微鏡写真との比較も合わせた排水性能

低下の要因についての考察が行われている。

-水平排水材を使用した空港高盛土の挙動解析(竜田:前田工繊)

高含水比の地盤材料を用いた排水補強高盛土の挙動について、現地の動態観測結果と数値解析

結果の比較により検討を行っている。地下水位は地山内部にあり、盛土部は不飽和状態にある。

解析では飽和土とし、補強材については 3次元的な配置を平面敷設に置き換える簡略化を行って

いる。数値解析において、排水材の性能を、排水補強のみならず、引っ張り補強材として考慮し

た方が、動態観測結果との良い一致が見られることから、水平排水材料は、盛土の安定性に大き

く寄与していることを示している。

<特別セッション討議概要>

特別セッション(座長:米津豊司(鉄道・運輸機構)、副座長:河村隆(信州大)) 

本セッションでは、今年度が最終年度であるジオテキスタイル技術委員会(第 2ステージ)が募

集した「ジオテキスタイル補強土工法の限界状態設計法」に関連する 8編の論文発表が行われた。

-限界状態設計と GHD補強盛土の設計(福田:地域地盤環境研)

排水補強材 (GHD)を用いた補強盛土を対象に、限界状態設計論の適用条件を分析した結果に

関して報告があった。この場合、限界状態設計論が最も進んでいる鉄筋コンクリート、海洋構造

物およびトンネルにおける検討結果を基準に比較された。比較検討結果から、 GHD補強盛土の

変位が大きいために、限界状態設計論の適用は困難であること、隣接する構造物の使用限界条件

でGHD補強盛土の限界状態が規定される可能性があることが示された。

-鉄道の補強土壁構造物の従来設計法と限界状態設計法による比較(米運:鉄道・運輸機構)

鉄道の補強土壁構造物 (RRR工法)の従来設計を、部分安全係数を有する限界状態設計法を性

能評価関数に変換する方法の例、コードキャリプレーションによる従来設計と等価な構造物とす

るための部分安全係数を設定する方法の例について報告があった。さらに、モンテカル口シミュ

レーションによる従来法設計法により決定される補強士壁構造物の安全性の評価方法および評価

結果についても報告があった。コードキャリプレーションによる部分安全係数の決定法について質疑

応答があった。

-日本と北米の補強土壁構造物の安全性指標と限界状態超過確率(篠田:鉄道総研)

設計用値のばらつきを考慮、できる各種信頼性解析により、日本と北米の設計基準式を用いて壁

高を変えた補強士壁構造物の常時および地震時の滑動モードと転倒モードについて検討した結果

について発表があった。検討している破壊形式や限界状態設計法を適用したことにより断面形状の

変更の有無について質疑があった。
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• PL.PS補強土橋台の限界状態設計法に関する検討および試設計(鴇田:複合技研)

プレローディッド・プレストレスト (PL.PS)補強土橋台の限界状態設計法を取り入れた具体

的な設計手法の概要および試設計断面による具体的な設計例および従来形式橋台との設計結果の

比較に関して報告された。使用限界、終局限界などの限界状態について検討する際に安全率を用

いることに対して質疑応答があった。

-土質改良を併用した補強土工法の有効性に関する解析的検討(宮田:防衛大)

土質改良を併用した場合の補強土効果について解析的に検討した結果について報告があった。

解析では、改良土の粘着力と補強材の引張り強度を変化させた剛塑性有限要素解析が実施され、

極限荷重、士要素の応力と補強材力の分布、そして変位速度場が比較された。その結果、改良土

の粘着力が大きいほど、引張り強度の大きい補強材を用いなければ、補強効果を得ることができ

ないことが明らかとなった。

-セメン卜改良補強土橋台の現地載荷試験の検証解析(矢崎:複合技研)

現地水平載荷試験によるセメン卜改良補強土橋台の挙動を設計的に再現することを目的として、レ

ベル2地震動に対する検討手法である静的非線形解析による逆解析を実施し、橋台の設計に用いた補

強材ばねなどの設計パラメータの検証について報告された。解析は、第6セッションで発表された「ジ

オテキスタイルを用いたセメント改良補強土橋台の現地載荷試験結果:青木(日本鉄建公団)Jの

橋台変位をシミュレートすることにより行われた。

-力学モデルによる補強土壁の変形(加賀:東洋大)

著者は土中のジオテキスタイルに引抜き力が作用したときのジオテキスタイルのひずみ分布を算定

する力学モデルを提案している。今回の発表では、この力学モデルを用いて補強土壁面の変形量を試

算した結果と補強土壁土槽実験の結果の比較について報告し、両者はほぼ一致することが示された。

実験中に発生したすべり面および補強材の変形について質疑応答があった。

-補強土擁壁と重力式擁壁の地震時変位量の簡易計算手法(古関:東大)

重力場で実施した剛な一体壁面を有する補強士擁壁と重力式擁壁の模型震動実験を実施し、そ

の結果に基づいて構築した擁壁変位の簡易計算手法について報告があった。この手法は、すべり

面が生じる前後でのモデル化を変えて、壁面変位を滑動成分と転倒成分に分けて計算する手法で

ある。この手法による計算結果は、実験結果を良好に再現することができたことが述べられた。

入力定数の決定法や論文中の定数の一般性について質疑応答があった。
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