


く各セッション討議概要>

第 1セッション 座長:古関潤ー(東大) 副座長:峯岸邦夫(日大)

本セッションの発表は 3編で、いすれも設計法に関連する論文であった。

-北米の設計法に基づいた補強土壁構造物の信頼性解析:篠田昌弘(鉄道総研)

北米の設計基準に基づいて壁高を変えた補強士壁構造物の信頼性解析を実施し、設計用値の平

均値と変動係数を変化させることにより、従来から用いられている安全率と比較しながら感度解

析を行った結果について報告している。

ノモグラフの使用や設計パラメータ(間隙水圧の影響など)に関する質問があった0

・諸外国における補強土壁の限界状態設計法に関する比較・検討:宮田喜書(防衛大)

限界状態設計フォーマットで記述された英国、香港、北欧の設計j去について調査を行い、各設

計法の適用範囲、考慮する終局限界状態と使用限界状態、部分安全係数について比較検討し、我

が国の設計i去を限界状態設計法に移行するための課題について考察して、その結果を報告してい

る。

香港の設計法中で部分安全係数におけるクリープ係数の披いなどについての質問があった。

-ジオグリッド補強土壁における拘束効果パラメータの決定法に関する一考察:河村隆(信州大)

ジオグリッド補強土壁における破壊状態を模擬したせん断試験の結果を再整理し、補強材の引

抜き試験の結果と対比を行い、せん断試験におけるせん断強度の増加のメカニズムについて検討

した後、そのメカニズムに基づき拘束効果パラメータの決定方法について考察した結果を報告し

ている。

試験方法や既往の研究結果との比較検討結果などについて質問があった。

第 2セッション 座長:熊谷浩二(八戸工大) 副座長:間昭徳(三菱化学産資)

本セッションでは、河川、トンネル、港湾、農業土木(埋設管)、地山補強分野へのジオシンセ

テイソケスの適用に関する研究が発表された。今後のジオシンセティックスの新たな分野への普

及が期待されるものであった。

-侵食防止ジオシンセティックスに砂質土を充填する際の締固め条件の影響:今川圭太郎(田中)

河川護岸の法面を整形した後、ジオシンセティックスを敷設し、その空隙に地盤材料を充填さ

せて植生を行う耐侵食工法の土を充填する際の施工管理方法確立のため、締固め条件の影響につ

いて室内試験を行い、検討した結果が報告された。

現場で適用される土質条件、密度試験.侵食防止用途のメカニズムなどの質疑応答、議論が行わ

れた0

・ジオテキスタイル製ふとん篭に作用する流体力の評価と設計に関する実験的研究:前田英史(前

田工繊)

ジオテキスタイル製ふとん篭を使用した種々の工種において、水路実験やモデル実験、実河川

における経時計測等の結果やその変形、破壊および水理特性を検証、未確定の各種設計定数およ

び設計法などが報告された。

使用されているジオシンセティックスの素材、耐久性やジオシンセティックス製ふとん篭の作

成方法、締固め大きさなどの質疑応答、議論が行われた。
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-繊維で強化された切削可能構造体の基本性能:糸久智(芦森工業)

シールドトンネルの発進到達立坑において、ガラス繊維強化樹脂によって強化された構造体(袋

杭など)を取付けることによって、シールド機が切削しながら通過できる工法の強度、切削性、止

水性等の基本性能ついてなどが報告された。

曲げ試験におけるピーク状況、ジオシンセティックスの目付、セメントとの付着の関係などの質

疑応答、議論が行われた0

・海洋補強固化土設計手法の検討:福田光治(地場地盤環境研)

自立式矢板岸壁の背面に充填した固化処理土をジオシンセティックスにより一体化させた構造

の模型実験による効果が報告された。また設計手法の骨組みを検討するとともに、(1)表層支持

力、 (2) 弾性支承上の梁モデル、 (3) 鉛直方向クラックモデルにより概略的な強度推定式を提案

し、試験結果と比較内容も報告された。

支持力破壊モヂルの意味や鉛直クラックモヂルにおける矢板との距離などの質疑応答、議論が行

われた0

・ジオグリッドを用いた圧力管路曲管部スラスト防護工法に関する実験:津田豊(神戸大)

パイプラインの曲管部に発生する不平衡力(スラスト力)の対策としてジオシンセテ fックス

を組み合わせた軽量なスラスト防護方法を考案し、模型実験によりその工法の基礎的性能を明ら

かにするとともに設計に関して考察を加え、実用化の可能性などが報告された。

室内試験における引き抜き形状、摩擦面について、防護工法の方向などについての質疑応答、

議論が行われた。

-筒状織物(ジャケット)を用いた、狭陪な場所における地山補強材の開発について:柄崎和孝

(芦森工業)

強靭な筒状の織物(ジャケット)を用いた袋内に自硬性流体を充填するジオシンセテ fックス

材料の最適な袋体形状を決定するための、モデル地盤における引抜き試験の結果が報告された。

地盤を圧密することの影響についても引抜き試験結果をもとに考察された。

施工適用範囲、条件やジオシンセティックスの耐化学薬品性能に関する質疑応答、議論が行わ

れた。

第 3セッション 座長:赤井智幸(大阪府産業技研) 副座長:宮田喜書(防衛大)

本セッションでは、ジオメンブレンの遮水機能に関する 6編の研究が発表された。製品製造段

階から施工段階、そして維持管理の段階までをトータルにみた品質管理手法が望まれている。こ

こで発表された論文はそれらの手法の確立に貢献するものである。セッションでは、計測技術や

設計条件の設定方法などについて活発な質疑応答がなされた。それらの成果をふまえた継続的な

取り組みが強く望まれる。

-管理型捨場における浸出水貯留槽へのフローティングカバーの適用:北沢淳史(前田建設)

硫黄化合物に富む掘削ずりを、ジオメンブレン遮水工を有する管理型士捨場で処理、その貯留

槽にフローティングカバーを適用した事例を発表。設計の概要と 3年間の健全な運用状況が説明

された。

-ジオメンブレンを活用した農業用水路の漏水補修:小俣富士夫(ショーボンド建設)

ジオメンブレンを活用した農業用水路の漏水補修工法が発表された。工法の原理と従来工法に
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対する優位性が説明され、施工事例が詳細された。ジオメンブレンをスポット的に定着すること

で、背面水に対処できる優位性が示された。

・管理型廃棄物海面処分場における遮水シートの発生ひずみ:小竹望(東洋建設)

管理型廃棄物海面処分場における遮水シートに発生するひずみの計測事例とその検討結果が発

表された。実際の工事で計測されたデータをもとに、施工過程、潮汐、温度変化がひずみに及ぼ

す影響、計測値のキャリプレーション結果が示された。

-分光反射スペク卜ルの微分値を用いた遮水シート劣化推定手法に関する検討:井上幸一(九大)

ジオメンブレンの劣化を非破壊で推定する手法が発表された。可視近赤外分光法の適用におい

て、反射スペクトルの 2次微分値スペクトルを用いた重回帰分析による推定式が示された。

-光ファイバセンシングによるジオメンブレンのひずみ計測基礎実験:篠川俊夫(大成基礎設計)

ジオメンブレンに生じるひずみを光ファイパセンシンゲで計測する技術が発表された。精度、

費用そして耐久性の面より、センサケーブルを用い、ジオメンブレンと同一材料で熱溶着により

部分i容着する計測が適切という結果が示された。

-水圧膨張実験における遮水シートの変形破断挙動:狩野真吾(国土技研)

水圧膨張実験でジオメンブレンの変形破断挙動を調べ、その結果の妥当性について検討した結

果が発表された。ジオメンブレンの厚さが変形破断挙動に及ぼす影響が示され、水圧膨張実験で

のひずみの計測値は実際を過小評価する点が説明された。

第 4セッション 座長:小竹望(東洋建設) 副座長:板垣聡(前田工繊) 峯岸邦夫(日大)

本セッションは、ジオメシブレンの材料特性についての 5編の論文発表が行なわれた。

今後の実処分場などに活用されることが期待されるものであった。

-各種遮水シー卜と保護マットとの一面せん断試験の考察:赤井智幸(大阪府産業技研)

各種遮水シート (PVC:軟質塩化ビニル、 LLDPE:直鎖低密度ポリエチレン、 TPO・pp:オレ

フィン系エラストマー)と保護マット(ポリエステル製長繊維不織布)との一面せん断試験結果

の考察を行なっている。気中と水浸状態での摩擦特性の違いは小さく、水没状態での摩擦係数は

PVC>TPO・PP>LLDPEの順であるが、 LLDPEの表面組度を高めることで PVCと同等以上の

摩擦係数を得ることが確認された。

-ジオメンブレンの力学特性の及ぼす揮発性有機化合物 (VOCs2の影響:李海勲(京大)

ジオメンブレン (HDPE:高密度ポリエチレン、 PVC:軟質塩化ビニル、 TPO:熱溶着コム、 EPDM:

接着タイプゴム)を揮発性有機化合物(VOCs)て手浸漬した後の引張強度、伸度および貫入抵抗試験

の考察を行なっている。 HDPEや TPOのように降伏点を持つ高弾性タイプのメンブレンは引張

強度が著しく低下し、貫入抵抗値については 4種類のメンブレンともほとんど影響がないことが

確認された。

-遮水シートの紫外線劣化と 10年間の遮光性保護による延命効果の確認:原田高志(ブリヂスト

ン)

遮水シート (TPO/PE:熱可塑オレフィンエラストマ 系)の紫外線による劣化について試験を

行なったものである。サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験と 10年間経過した実

際の処分場から採取した遮水シートを評価している。遮光性保護材(厚さlOmm短繊維不織布、

表面を耐候性アクリル繊維でカバーしたもの)を使用することで遮水シートの劣化をほぼ完全に
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防止できることが確認された。

-廃棄物の埋め立て進行に伴う遮水シート張力の変動:李明飛(宇都宮大)

廃棄物の埋め立て時に遮水シートおよび不織布の固定部に作用する張力の変化について遠心模

型実験と有限要素法による解析を行なったものである。廃棄物の埋め立て進行に伴う自重増加に

比例して遮水シートおよび不織布に作用する張力も増加していることが確認された。

-供用開始後の最終処分場における底部遮水工の環境ストレス調査:岡田朋子(ホージュン)

供用開始から約 2年経過後の処分場において品質モニタリングを行ない、底部遮水工の遮水シ

ート環境ストレスデータを調査したものである。温度、土圧、浸出水水位および地下水位につい

てモニタリングを行なっており、 2年経過した現状でも有効に機能していることが確認された0

・発泡ウレタンの力学的異方性に着目した水平土圧低減効果に関する検討:村上哲(茨城大)

発泡ウレタンの構造的な異方性が水平土圧に与える影響を調べるために、模型実験による結果

と力学モデルを等方弾性モデルと異方弾性モデルの 2種類を用いた有限要素解析結果との比較検

討を行った結果について報告している。

供試体内のスキン層(打設時の境目)が与える影響についてなどの質問があった。

第 5セッション 座長:安福規之(九大) 副座長:内村太郎(東大)

本セッションはジオシンセティックスの透水性能に関する 4編の論文発表が行われ、積極的な

質疑が行われた。

-真空圧密における GDの打設深度及び中間砂層の影響:柴錦春(佐賀大)

真空圧密工法で、地盤の地層構造とジオシンセティックスドレーン (GD)を打設する深度の

関係が、圧密促進の効率に与える影響をモデル化し、最適な打設深度を決定する簡便な手法を提

案した。また、軟弱地盤内に中間砂層があるときに、砂層部分の GDにつける不透気シールの最

適長さを決定する式も導いた。これらの手法の妥当性を FEM解析によって検証した。質疑では、

同じ中間砂層でも深さによって粒度が異なることの影響について議論された。

・不織布によるハイブリッド・サンドイツチ補強土の有効性と多機能化:榊原務(茨城大)

粘性土中に透水性のジオシンセティックスを敷くことで安定した土構造、基礎構造物を構築す

る工法で、目詰まりを防止・低減するために、ジオシンセティックスの上下に砂などの粒状層を

もうける方法を提案した。これにより、目詰まりの防止の他に、盛土材と補強材との摩擦を改善

し、支持力、剛性、靭性ともに増大させる効果があることを確認した。また、粒状層にタイヤチ

ップや水砕スラグを用いることで、リサイクル材を有効活用する可能性についても議論した。

• uItrasonic Removal of Geosynthetics Clogging: C. GHOSH (筑波大)

織布、不織布からの目詰まりを除去する方法として、水中で超音波を当てることで微気泡を発

生・破砕させ、その衝撃で日詰まりしている粒子を取り除く技術を提案し、実際に目詰まりさせ

た試験片を使った実験によって、透水性を回復させられることを実証した。質疑では、この手法

を、実際の土中に埋まったジオテキスタイルに対して適用する方法について議論された。

-ジオテキスタイルを用いた盛土内の土壌浄化に関する基礎的研究:今野雄太(日大)

油や揮発性物質などで汚染された土壌を浄化する方法として、ジオテキスタイルを敷設してド

レーンとして働かせ、排水とともに汚染物質を排出する技術を提案し、模型実験によって、その

効果を検討した。質疑では、汚染物質とジオテキスタイルの素材との組み合わせによっても、物

36-



質のジオテキスタイルへの吸着の仕方が異なる可能性について議論された。

第 6セッション 座長:福田光治(地域地盤環境研) 副座長:小島謙一(鉄道総研)

本セッションでは補強土擁壁の施工事例や地震時挙動に関する評価等に関して 6編の論文発表

が行われ、積極的な質疑が行われた。

-改良土とジオグリッドを組み合わせた補強土壁の施工事例と現場計測結果:伊藤秀行(大日本

土木)

改良土と補強土を組み合わせた工法における施工事例である。改良土に短繊維を混合している

ことから、短繊維の材料やサイズなどについての内容及びその選定理由について質疑がなされた。

また、水中に一時期供用されることから、改良土においての乾湿等が繰り返されたときの強度等

の物性の変化および耐久性について議論が交わされ、基本試験を行い、確認していることが述べ

られた。

-大規模補強土壁の急速施工実績:川中徹人(鹿島建設)

処分場における大規模な補強土の施工事例である。同一現場内で 2種類の補強材を用いており、

個々に挙動が異なっている。挙動の違いについては、補強材の違いの他に壁の形式によることが

大きいと考えられることから、壁の構造や特徴に関して質疑があり、その影響についての説明が

行われた。また、数値解析において締固めて変わった土の特性の評価について討議が行なわれた0

• HDPE製ジオグリッドと薄型コンクリートパネルを用いた補強土壁の信頼性についての検証:天

野正道(ブリジストン)

HDPE製ジオグリッドによる補強土に関する試験施工、要素実験、数値解析結果である。数値

解析については間隙水圧など水を考慮、した検討がなされているかどうかという点や、補強材とし

てモデル化したソリッド要素の物性等に関して質疑が交わされた。また、連結金具の引張り試験

について、補強材を含めた構造の考え方などについて議論された。

-補強土壁の地震時安定性に及ぼす入力波特性の影響:井津淳(東工大)

補強士壁の地震時挙動や地震動の違いについて検討したものである。地震時挙動に関しては、

支持層における影響について質疑が交わされた。また、比較的ジオグリッド間隔が広いことから、

補強領域内にすべり線が入ることとの関連性について議論された。

-改良土とジオグリッドを組み合わせた補強土壁の耐震性に関する壁幅の影響:斎藤知哉(大日

本土木)

改良土とジオグリッド補強土による工法の合理化に関する検討である。改良土厚さを薄くでき

るかどうかについて、振動実験が実施されている。補強土内におけるジオグリッドの長さの違い

と変形に関する質疑がなされた。また、改良土内のクラックが変形に大きく影響していることが

確認された。

-補強土擁壁と重力式擁壁の模型実験における地震時挙動の比較:古関潤ー(東大)

補強土擁壁と重力式擁壁の地震時挙動について振動実験を用いた研究である。遠心場では発生

しない二本のすべり線に関する評価について質疑がかわされ、モデルの大きさや密度の違いや波

の違いが要因として考えられることが示された。
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第 7セッション 座長:桑野二部(東工大) 副座長:平井貴雄(三井化学産資)

本セッションでは変形および土とジオシンセティックス間の相互メカニズムに関して 7編の論

文発表が行われ、積極的な質疑が行われた。

-ジオテキスタイルを用いた補強と高度安定処理の併用による高含水比土の圧縮性の改善:重久

伸一(防衛大)

固化材の添加量を変化させて作製した高度安定処理と補強材を一層配置した供試体の圧縮試験

を実施し、ジオテキスタイルを併用することによって、高度安定処理土の圧縮性を改善させるこ

とができることを示した。実験結果におけるひずみ量の大きさと実現象との相関性、スチールグ

リッドでの効果についての質疑応答があった。

-剛で一体な壁画を持つジオテキスタイル補強土擁壁の天端載荷に伴う変形特性:平川大貴(東

京理科大)

剛で一体の壁面工を持つジオグリッド補強土擁壁の変形メカニズムについて、室内模型載荷実

験を実施し、補強土擁壁の鉛直・水平方向の変形特性について確認された 3つのメカニズムを示

した。擁壁の根入れによる水平方向変形への影響についての質疑応答があった。

-ダイレタンシー特性を考慮したジオグリッド補強土における拘束効果:金重正浩(九大)

ジオグリッド補強土工法における拘束効果について、ダイレタンシー特性に着目した拘束効果

パラメータの算定式の提案があった。また実験的に拘束パラメータを求め、提案式の妥当性につ

いて示した。提案式における補強材の特性による影響やダイレタンシ一角の仮定条件についての

質疑応答があった。

-発泡廃ガラス混合軽量盛土材料とジオグリッドの摩擦特性:久保哲也(前田工繊)

発泡廃ガラスを地盤材料に混合した軽量盛土材料とジオグリッドの摩擦特性について、発泡廃

ガラスの混合率を変化させた一面せん断試験と引抜き実験を実施し、摩擦抵抗が発揮されること

を示した。発泡廃ガラスの配合量に対するせん断抵抗角に与える影響についての質疑応答があっ

た。

. x線 CTスキャナを用いた士一ジオグリッド聞の相互メカニズムに関する検討:弘中淳市(三井

化学産資)

ジオグリッドの引抜き過程における土とジオグリッド聞の相互作用メカニズムについて、様々

な条件下での引抜き実験を実施し、地盤内挙動を X線 CTスキャナにより 3次元的に可視化する

ことによって引抜き抵抗力と相互メカニズムの関係性について示した。引抜き抵抗力と補強材の

形状についての質疑応答があった。

• FEM simulation of viscous behaviour of geogrid and geogrid-reinforced sand :龍岡文夫

(東京理科大学)

引張り試験から得られたジオグリッドの材料粘性挙動と、平面ひずみ圧縮試験から得られた砂

とジオグリッドで補強された砂との粘性挙動を FEM解析によってシミュレートした結果から、

一定荷重下におけるジオグリッドの引張力は時間とともに減少することを示した。現行設計概念

(一定の力で補強材が引っ張られるという考え)との相違などについての質問応答があった。

-東海道新幹線品川駅新設工事における仮線補強盛土への再生砕石の適用事例について:島川徹

(JR東海)

仮設補強盛土の盛土材に再生砕石が適用された事例と適用経緯の紹介があった。また、再生砕

口。
円
〈

U



石の各種適用検討試験や、使用後の物性試験によって得られた結果から、適用に対する適正な評

価がなされれば盛土材としての使用が可能であることを示した。再生砕石としての適用と天然材

料としての強度の関係性についての質疑応答があった。

第 8セッション 座長:西形達朗(関西大) 副座長:井運淳(東工大)

本セッションでは特定のテーマはなく、力学モデルを用いた変位予測に関する研究(2編)、ク

リープ低減に関する新設計法、ジオウオーブンの現場引抜き試験、補強盛土の供用時の変形挙動

に関して 5編が発表された。

-補強土壁の変形とジオテキスタイルのひずみ分布の予測:加賀宗彦(東洋大)

補強土壁の模型実験を行い、提案している力学モデルによる変形量予測手法の妥当性を検討し

た結果が発表された。力学モデル中に示されている Kμは摩擦係数と考えて良いか?という質問

があり、 μは摩擦係数、 Kは水平方向への影響力を示し、引抜き試験から導かれるという解答であ

った。

・引抜き試験によるジオテキスタイル面下の砂の動きとジオテキスタイルのひずみ分布:原田道

幸(東京インキ)

ヲi抜き中のジオテキスタイル周辺地盤の砂の動きに着目して引抜き試験を行い、提案している

ひずみ分布予測式との比較・検討を行った。細砂と組砂での、地盤変形量の違いに関する質問や、

磁気センサーによる地盤変位の測定方法に関する精度や設置方法についての質疑があった。

-ジオシンセティックス補強材の設計破断強さにおけるクリープ低減係数の意味について:龍岡

文夫(東京理科大)

東京大学のグループによる一連のクリープに関する研究成果の総括的な内容が発表された。補

強材の劣化を考慮、しない新設計法はやや難解であるため、基本的な考え方について議論が集中し

た。また、補強材のリラケゼーション現象に影響するであろう補強材と地盤のクリープ速度の違

いについて質問があった。

-粘性土盛土中の高強度ジオウオーブン補強材(織布)の現場引抜き試験:角田起(前田工繊)

高強度 (100kN/m以上)で、施工性もよく、重量が軽いジオウオーブンを用いた現場で行った、

現場引抜き試験結果が報告された。引き抜き試験時の補強材の破断について、チャック部の不均

一性で切れてしまう場合が多いため、ローラーを用いた方が良いなどのアドバイスがあった。ま

た、通常は短期安定性を評価するuu試験結果を用いて設計していることに関しての質問があっ

た。

・補強材剛性が補強土構造物の供用時の変形に与える影響:内村太郎(東大)

補強士壁の供用時の安定性に関して、小さな応力振幅の繰り返しの影響について、補強材の総

剛性をパラメータとして実験的に検討した。補強盛土全体の剛性には、補強材の剛性よりも、盛

土材の剛性が大きく寄与する結果が報告された。質疑中、補強材の剛性は補強盛土全体の鉛直方

向の剛性への影響はあまりないが、側方変位(ポアソン比)に大きく効いてくるという解答があ

った。
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