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開催報告

第 20回ジオシンセティックスシンポジウム

苫小牧高専中村 努

2005 年 12 月 1 日(木)~ 2日(金)の 2日間にわため、第 20同ジオシンセティッケスシンポ

ジウムが東京千石の地盤工学会館で開催された。龍岡文夫 iGS日本支部支部長による開会挨

拶では、 8ICG-YOKOHAMA2006および次回東京以外の場所での開催を予定している国内

シンポジウムについての開催案内がされた。今回のシンポジウムでは 4:{編の論文が匁セッシ

ヨンにわたって発表され、各セッションとも熱心な発表・討議がなされた。 1U目には特別

講演として安原一哉先生(茨城大学工学部教授)の|ジオシンセティックスによるハ fブリッ

トサンドイツチ補強土の有用性と可能性j と題する講演があり、安原先生のジオシンセティ

ックス(当時は、ジオテキスタイル)との関わりから始まり、 2004年度 JCIGS論文賞を受賞

した論文を中心に一連の研究に関して、ハイブリッドサンドイツチ (HBS) 工法の特徴、室

内模型実験、 HBS工法におけるジオシンセティッケスの役割などについても説明された。最

後に HBS工法の多機能化 リサイクル材の利用など将来への展望を講演された υ また、今

回は表彰式、懇親会に先立ち r20聞のジオシンセテ f、ソケスシンポジムを顧みて|と題する記

念講演が行われた。この講演は、シンポジウム第 20[りlを記念して行われ、講師は交部設立当

初から長年にわたり支部運営に関わっておられた赤木俊允先生(東洋大学名誉教限、元 IGS

理事、前 IGS日本支部幹事)が務めた。初めに 1977年パリで開催された第 1[日!の国際会議

に触れ、続いて日本支部が設立して第 l回のジオテキスタイルシンポジウムが開催された

19~5 年から過去 19 固と今年を含む 20 回のシンポジウムで発表された論文の内容(宅内・屋

外試験、理論・計算、施工記録など)、対象とされたジオシンセティックスの機能による分類

などについて統計的にまとめたものを披露され、実際の使用量と研究対象のシ 1 アが異なっ

ているとの指摘があった。なお、講演の際に披露された統計データの詳細は、ジオシンセテ

ィックス論文集第 20巻に収録されているので、お持ちでない方は是非ご購入をお勧めする。

また懇親会に先立ち、赤木先生よりテルッァギーとキャサクヲンデが登場 4一心ミ二ムービー

(無声)が披露された。懇親会は、前支部長の福岡正巳先生のご挨拶と乾杯のご先声で始まり、

終始和やかなムードで参加者それぞれが親交を深めていた。

2日目は 4つのセッションが行われ、最後に伊藤雅夫 IGS日本支部幹事長の閉会挨拶で今

回のシンポジウムは幕を閉じた。閉会の挨拶では、来年は横浜の国際会議と支部シンポジウ

ムの八戸-開催と行事が充実しているので積極的に参加してほしい。また、赤木先生ω講演に

もあったが、実務、現場事例などの投稿を積極的にお願いしたいとのことであ Jた。以下は

各セッションの報告である。なお、本報告は編集委員長の峯岸邦夫先生およひ任セッシヨ〉

を担当されました面IJ座長の方々のメモをもとに作成した。ご協力いただきま Lた皆様には感

謝の;むを表します。
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-地震動の違いによる遮水工の動的変形特性に関する模型振動実験:吉田誠(五洋建設)

管理型廃棄物埋立護岸が、地震時に遮水性を保つことを保証するために、地震時の挙動に

ついての振動台模型実験を行った。模型全体が水没した状態で加振し、遮水シートに生じる

ひずみの挙動や地盤の変位について検討を行った。

-水没した補強土壁の遠心振動台実験:伊漂淳(東工大)

豪雨などで裏込め土の水位が上昇した擁壁の耐震性を調べるために、水没した擁壁の小型

模型を用いて、遠心加振実験を行った。補強土壁内の水位を上昇させた場合、補強材の引き

抜き抵抗が低下し、特に擁壁下部で大きな変形が見られる、などの結果を得た。

第 2セッション 座長:座長:毛利光征(農工研) 副座長:小島謙一(鉄道総研)

本セッションでは排水をキーワードとした地盤強化や浄化に関する工法について、模型実

験などを中心とした基本特性の評価から、実際の施工事例における計測結果まで幅広い 5編

の論文発表が行われ、積極的な議論が交わされた。

-ジオドレーン材による盛土地盤強化と土壌浄化性能:今野雄太(日大)

ジオテキスタイルを用いた排水による地盤の強化と浄化を行う工法に関する室内実験を基

本とした基礎的な研究である。土の種類(砂と粘土)とジオテキスタイルの種類 (2種類)

をパラメータとして検討を行い、排水に伴う効果が述べられた。また、載荷が進むにつれて

粘土の場合には目詰まりなどが進み、排水性能の低下することも示された。質疑では、模型

作成時の汚染物質である灯油の水のある環境での設置の仕方やジオテキスタイルにおける汚

染物質の吸着の影響について議論となった。

-袋詰脱水処理工法における袋体の開発ースパンボンド設置による脱水促進に関する実験お

よび耐圧実験一:岡村昭彦(芦森工業)

袋体内にスパンボンドを設置し脱水機能を強化させた新しい袋詰脱水処理工法の機能を検

討した研究である。基本的な特性や中に設置したスパンポンドの効果的な構造について検討

が行われ、脱水や濁度の低減化に関する効果があることが示された。

-真空庄密工法による超軟弱地盤の改良:早崎勉(鹿島建設)

軟弱地盤における真空圧密工法を適用した地盤改良の施工事例である。腐植土が主体であ

る軟弱地盤において、効果的に地盤改良実施された。また、計測結果から周辺に与える影響

についても示された。周辺へのクラックの発生位置や変形状況について議論が交わされた0

・ジオシンセティックスによるハイブリッドサンドイツチ補強土の靭性改善:榊原務(東亜

建設)

砂を介在させ靭性を向上させた補強土構造に関する室内試験を中心とした研究である。支

持力試験やジオシンセティックスと土の摩擦特性に関する試験を実施し、砂をサンドイツチ

させる効果について定量的に示した。砂層を介在させた模型の構造に関する質疑がなされた0

.ネットワーク状に配置した水平排水ドレーンを持つバーチカルドレーン工法の開発:前田

和亨(前田建設工業)

サンドマットの代替として水平ドレーンを用いたバーチカルドレーン工法における模型試

験、数値解析、現地計測による検討を実施したものである。実験及び解析から水平ドレーン
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の効果を明確にした。 ドレーン材の効果のバラツキに対して、数値解析でのモデル化の手法

や考慮等に関する質疑が交わされた。

第 3セッション 座長:梅崎健夫(信州大) 副座長:中村努(苫小牧高専)

本セッションでは、新用途・材料特性に関する 7編の研究が発表された。ジオシンセティ

ッケスの新たな用途に関して、ジオシンセティッケスと固化処理土問の相互作用特性、タイ

ヤ廃材や軽量盛土との組み合わせ、土嚢の力学特性など多岐にわたる発表が行われた O

・軽量土を充填したホース状織物の基本特性について(その 1) :倉田正博(芦森工業)

筒状織物にヱアミルケを充損した供試体を用い、圧縮試験およひ♂曲げ試験を行い、「ジャケ

ット工法|適用に関して発表された。ジャケット素材のケリーフ。特性が変形特性に及ぼす影

響、充I点付とジャケット素材の強度比率の影響などについて議論がなされた。

-土嚢の圧縮特性に関する研究~ため池堤体への適用性"-"松島健一(農工研)

-L嚢を仮設的な材料としてではなく、一般的な土木材料として位置付け、室内外の実験お

よびモデル化を行い、 上嚢形状の圧縮特性に及ぼす影響について報告がなされた。その中で

は t嚢IEJiを低くし、圧縮ntiを卜分に取ることの重要性についても指摘があ-)た。ノkが絡んだ

場合の_L嚢の力学挙動に関して質疑があった。

-タイヤシュレッズを用いたジオシンセティックス補強地盤と補強盛土:川上聖(茨城大)

タイヤシュレッズの軽量性に着目し、ジオシン七ティックスと併用することで地盤材料と

して使用することを目的とする研究である。ジオネットを用い、いくつかのケースを想定し

た模型!実験を実施し、その結果からタイヤシュレい/ズを用いた補強土構造物r))flT能性が示さ

れた。支持力試験における載山位置の影響、プレロードによる沈下抑制等につ l】ての質疑が

なされた。

-補強材を配した固化処理土の引張強度特性に関する基礎的研究:奥田聖章(防衛大)

間化材添加量および補強パターンを変え、ジオシンセティックスを配世した同化処理土の

直陪引張試験を実施し、補強条件が固化処理士の脆性改善効果に及ぼす影響について報告さ

れた。両持引張試験を選択した理由や、固化の程度、クラックの形状などに関寸る質疑がな

された。

-ジオシンセティックスによる固化処理土の脆弱改善効果に関する解析的検討:重久伸一(防

衛大)

ジオシンセティックスが配i買された間化処理土の挙動を有限要素法によってシミュレート

し、その脆性改善効果について検討されている。解析の結果から、補強材の|再IJ性が系の粘り

強さ、破壊モードに及ぼす影響について報告があった。補強材剛性と同化度の相性や破壊時

の計算結果:に関して質疑がなされた。

-タイヤチップス混入国化処理土のための下負荷面・損傷弾塑性モデルの構築と適用:村上

哲(茨城大)

タイヤチップ混合固化処理士を対象とし、下負荷面の概念と損傷理論を導入した弾塑性構

成モデルを構築し実験料i~tj: との比較検討を行っている。損傷パラメータおよびその他のパラ

メータの結果(こ及ぼす影梓につし hて質疑が行われ、各パラメータの感度分析、チータの蓄積
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等の必要性が確認された。

-繊維を用いた軽量補強盛土について:板垣聡(前田工繊)

軽量土と補強土工法の併用例や、気泡混合土と繊維などを組み合わせた実験例が報告され、

今後考えられる新たな併用例の方向性についても述べられた。また、可搬型の多目的混合機

の紹介もなされた。併用工法のコストに関する質疑がなされた。

第 4セッション 座長:小竹望(東洋建設) 副座長:間昭徳(三菱化学三資)

本セッションのテーマは材料特性(遮水・メンブレン等)であり、 5編の論文発表が行た

われた。

-ジオメンブレンの折れ曲がり特性:近藤三樹郎(三菱化学 MKV)

既往の研究が少ないジオメンブレンの折れ曲がり特性についての発表である。 1回折れ曲

がり状態のジオメンブレンに関する特性評価が実施された。特性評価として行われた実験は、

水圧膨張実験、一軸引張実験である。結果として、材料によって折れ曲がりの影響が相違す

ることが報告された。また一軸引張試験による応力ひずみ曲線との関連性も説明された。試

験法の選定根拠や剥離、引張などの破壊形態などについて質疑応答された。

-熱画像による埋立地遮水シートの熱応力分布推計手法の開発:中山裕文(九大)

最終廃棄物処分場などで使用される遮水シートの温度は、場所によって均一でない。この

ため熱応力による収縮によっておこる固定工破損事故や遮水シートの材質劣化が早まるなど

が生じる。これらの検討の報告をされた。室内模擬実験を行い、表面温度変化、分布を測定

し、有限要素法によって検証された内容が報告された。さらに埋め立て地全体モヂルを推計

している。

-箔ひずみゲージを用いた遮水シートの伸び挙動評価:中居伸吾(宇都宮大)

遮水シートは、一般的にひずみゲージの基材と比較し、弾性係数が低い。このため実ひず

みと計測ひずみの値が相違する。これらの影響を室内試験、画像解析により比較した結果が

報告されている。また接着材、ひずみゲージについて温度変化に伴う影響も報告された。室

内試験における引張速度の影響やひずみゲージ以外のひずみ測定方法などの質疑応答がなさ

れた。

-接合された遮水シートの強度特性に関する実験的研究:原田高志(ブリヂストン)

最終廃棄物処分場七使用される遮水シートの擁合部分の強度特性に関する研究である。各

種遮水シートに対して、接合幅を相違させたI111断試験と剥離試験の報告である。これらの引

張強度などと比較した考察などが報告されたコ試験法の選定、実際の現場における結合部の

破損状況について質疑応答された。

-ジオメンブレンを用いた農業用水路の漏水補修工法の性能評価:石神暁郎(農工研)

農業用水路における漏水対策においてジオメンブレンを活用した補修 [7去の研究である。

一般的に静水中で使用されているジオメシブレシを農業用水路のような流水中で使用される

ことを想定した性能評価が報告された。性能評価として実施された耐摩耗性や水路目地追随

性、施工条件、暴露試験などの結果が報告された。



第 5セッション 座長:熊谷浩二(八戸工大) 副座長:板垣聡(前田工繊)

本セッションは、ジオメンブレンの材料特性についての 4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。

-化学物質溶液を用いたジオシンセティッククレイライナーの長期透水試験結果について:

石森洋行(立命館大)

化学物質を含む電解質溶液を用いてGCLの長期透水試験・膨潤試験・液性限界試験を行

い、電解質の種類やイオン強度に大きく影響を受けることが報竹されたυKCl>CaCle>NaCl 

の順に著しい影響を示しまた K成分を合む電解質溶液に対しては透水係数が1.Ox 10-j程度

まで上昇する恐れがあることを示された。

-遮水シートの水圧膨潤変形に関するスケール効果と応力ひずみ挙動の評価:狩野真吾(東北大)

遮水シートの陥没や空隙を想定した試験機による水圧膨潤実験であり昨年の続編。内径の

異なる 2種類の水圧釜を月!いて、遮水シートの最大水圧、破断時水圧および破断時の膨張変

位を測定し、水圧 膨張変位曲線におけるスケール効果の影響について報告された。水圧釜

の内径が大きくなると最大水圧、破断時水圧の減少および破断時膨張変位の増加が見られた

が、天頂部に発生する均等二軸引張応力は水圧釜の大きさに依存しないことが示された。

-線状高分子混合による土質系遮水材料の強度変形特性と透水性:小竹望(東洋建設)

変形追従性を有する士質系遮水材料の開発を目的として、凌深粘性士に固化材と線状高分

子材料を混合した不透水性材料の基本性能について発表された。繊維混合の効果はポストピ

ークに大きく現才l、固化処理土の靭性を向上させ、繊維が長いほどあるいは線形が細いほど

繊維混什も効果が大きく現れること、かつ土質系遮水材料としての不透水性も満足すること

が示された。

-斜面傾度が敷設された遮水シートの固定端張力に与える影響:李明飛(宇都宮大)

斜面傾!吏を 4段階 (1:0.~""'2. 0)に変化可能な処分場模型を用いて遠心載荷実験を実施し、

斜面傾疫が廃棄物の圧縮に伴い生じる遮水シートの固定端張力に与える影響について発去さ

れた。斜面傾斜が急になると遮水シートの固定張力が減少することをぷされた。

第 6セッション 座長:安福規之(九州大) 副座長:重久伸一(防衛大)

本セソションでは、補強盛土・材料特性に関する 8編の研究が発表され、積極的な質疑が

行われた。

. x線 CT;去を用いた杭体とジオグリッドによる荷重分担現象の可視化:具栢仁(熊本大)

改良柱体とジオグリソドの併用工法におけるジオグリッドの荷重分担効果について、 X線

CTスキャナを用いた非破壊検査により確認した結果について発表が行われた。荷重分担効果

はジオテキスタイルを用いることで向上すること、荷重分散効果は土質特性、ジオテキスタ

イルの剛性、ジオテキスタイルの敷設条件、杭聞に影響されることが示された。実験条件に

ついて質疑応答があった。

-載荷実験によるマットレス工法の補強メカニズムの解明:弘中淳市(三井化学産資)

マットレス工法の補強メカニズムについて、実物大の載荷実験を行った結果について発表

が行われた。マットレスに変荷重分布を等分布に近づける効果があること、現行設計法で計
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算される分散荷重より実際の支持地盤に作用した鉛直土圧がかなり小さい値であること、現

行設計法で仮定される荷重伝達メカニズムに検討の必要があることが示された。

-ジオグリッドを用いたスラスト防護工法の水平抵抗メカニズムに関する検討:北野知洋(神

戸大)

圧力管局部に作用するスラスト防護工法としてジオグリッドを川いる仁法を考案し、その

効果について水平載荷模型実験および個別要素法を用いた数値解析により検討した結果につ

いて発表が行われた。防護内部の土塊の A 体化はジオグリッドの剛性に影響を受けることな

どが明らかにされた。

-補強土壁面と埋設されたジオテキスタイルの変形の予測:加賀宗彦(東洋大学)

補強土壁面の変形の予測について室内試験により調べた結果について発表が行われた。補

強土壁の変形量の予測式を提案し、室内試験における実測値と比較を行っている。補強材に

発生するひずみ分布の形状について質疑応答があった。

-ジオグリッドで補強された水平砂地盤の支持力特性の載荷速度依存性:平川大貴(東京理

科大)

ジオグリッドを敷設して補強した水平地盤の支持力特性における粘性挙動について室内、ド

面ひずみ模型実験を行った結果について発表が行われた。補強・無補強にかかわらず、地盤

の支持力特性に載荷速度依存性がありケリープ変形を示すことなどをぶした。材料粘性に関

する知見の実務への適用性についての質疑応答があった。

-水平繰返し載荷を受ける擁壁の残留変位のジオテキスタイル盛土補強による抑制:野尻峰

広(東京理科大)

気温の変動に伴う U型 RC擁壁の残留水平変位を抑制する方法として、ジオテキスタイル

を盛土内に敷設する方法を提案し、その効果を室内試験により調べた結果について発表がわ

われた。室内試験の結果、ジオテキスタイルにより盛土を補強した場合、繰返し載荷に「ドい

水平方向の剛性が大きくなることなどを示した。

-補強材の引抜きに伴う拘束庄の増加特性と補強メカニズムのモデル化;梅崎健夫(信州大)

補強材の引抜きに伴い拘束圧が増加寸る特性について、アルミ棒積層体を用いた引抜き実

験により調べた結果について発表が行われた。ワ|抜きに伴う鉛!直応力f曽分分布の近似式を促

案し、実験結果との詳細な比較・検討を行っている。実験で用いられたアルミ棒積層休につ

いて質疑応答があった。

・ジオセルを用いた斜面補強に関する基礎的研究:鈴木利和(八戸工業大)

ジオセルを用いた斜面補強工法の力学特性について、室内実験により調べた結果について

発表が行われた。基礎的な実験により、ジオセル工法の補強メカニズムについて明らかにし

た。ジオセH"の材料特性についての質疑応答があった。

第 7セッション 座長:古関潤ー(東大) 副座長:井運淳(東工大)

本セッションでは補強盛土・材料特性・設計法に関する 8編の発表がhわれた Q そのl人j千五

は多岐にわたり、活発なディスカッションが行われた。
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-防護柵支柱に水平荷重を作用させる模型実験:藤谷佐治(福井大)

道路の防護柵の支柱部をジオシンセティックスで補強し、耐衝撃性を向上させる工法に関

する模型実験の報告である。また 3次元 FEMをもちいた用い、設計法への適用に関する検

討もされていた。補強材の引張強度はどのくらいなのか、実験中に破断は見られなかったの

かなどの質問があった。

A Constitutive Model to Simulate the Load-strain-time Behaviour ofGeotextile 

Reinforcement in TTS and S 1M tests Kongk i t ku 1， W (東京理科大)

クリープ試験における時間一温度重量試験 (TTS) と段階等温度試験 (SIM) の数値シミュ

レーシゴンに関する発表である。粘性による載荷速度効果+温度による剛性の強度の変化を

考慮できるモデルを開発し、実験結果を再現できること、また、 1M)在七昇による剛性・強慢

の低下は年代効県と同等であることが報告された。

-補強土構造物の内的安定計算法の提案とその適用一拘束効果の地盤内分布を考慮した分割

法およびウエッジ法一:河村 隆(信州大)

拘束効果を実際のーつの基準(土研センターマニュアルおよび RRR工法γ三ュア凡)へ

の導入法に関する発友があり、実物実験の結果との比較による安全本の妥当性についても報

告された。補強材 1'-のすべり線に関する取り扱いに関して質疑がなされた。また、安福光'1;

への質問(後述)に関連して、じ州大学でもすべり線発生前のj持子E的な拘束!万j県はあると弔

えているが、今[，11 の発表内存ではすべり線先生後のものを考慮しているとの l~ IJ 7午があった、

.ジオグリッド補強土のダイレタンシ一特性を考慮した拘束効果と設計への導入:安福規之

(九大)

九州大学でとれまでに行われた 2軸載術試験を個別要素法をmII てシミュ~. ---トし、持J'.k 

効果のメカニズムを考察した発表がされた。信州大学で考慮している拘束効果との違いに附

して質疑があった。九州大学はすべり線発生前の拘束効果をターーゲットにしたもの、信州大

学ではすべり線発生俺のものを考慮しているところに違いがあるとの回答があった。

・|soジオテキスタイル試験規格におけるジオグリッドの引張強度のバラツキ評価:原健

二(太陽工業)

試験基準、試験条件、供試体種類等をパラメータとして引張試験を行い、引張強度のパソ

ツキを検証した報告である。膨大なケースの引張試験結果を確率論をも用いて整理した、員

重な結果である。クランプの属類、引張速度の影響についての質問があり、ノ〉後の検討課題

であるとの回答があった。

-補強土防護用壁の急傾斜における実物大性能試験:吉田員輝(前田工繊)

落石防護壁の開発に関する A 連の研究であるが、急傾斜地の土砂崩壊を想定した防護附工

ある。実験ではダイク型と QK "If~の 2 つを比較・検討している。公開実験であったため詳細Il

な検証が出来なかったが、 十分に実用可能な結果が得られたと報告されたっ

-中越地震による補強土壁の被災調査と復旧事例:吉田浩一(前田工繊)

新潟 ItJ越地震での補強土壊の被害に関する調査報告、国道 17号線の斜面崩壊現場の復111r-

事における補強!:樫の適用事例の報告、壁面材の交換・補修作業に関する実験の報告があソ

たコ復旧工事:二問して、将来的に被災した場合の修復を考虚した工法を取ったかの質問カ721
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・光ファイバーセンサー機能付きジオグリッドの現場への適応:竜田尚希(前田工繊)

ひずみ計測のための光ファイパーを内部に設置したジオグリッドの開発を行い、現場での

適応を検証した報告である。一般にひずみゲージの値と光ファイバーとの値は一致するが、

光ファイパーをステンレス管に入れることによる影響があるのではないかとの質問があった。

投稿論文の PDF化についての予告

従来、シンポジウムの論文は、 A4サイズの紙に印刷をして必要部数提出していただいて

おりましたがね第 21回シンポジウム(八戸開催予定)より PDFファイルでの提出に移行す

る予定です。詳細につきましては、次号およびホームページにてお知らせいたします。
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