
Parallel Sessions 

2006年 9月 19日(火)"-'22日(金)の 4日間にわたり、計 32セッションが開催された。各セッシヨ

ンの開催報告を以下に示す。

W-1: Landfill GCL (処分場に用いられる GCL)

京都大学大学院地球環境学堂 勝見 武

9月 19日(火)13:30"-' 15:00に行われた本セッションでは、 GCLとその処分場への適用に関す

る8編の論文の発表と討議が行われた。 N.Touze-Foltz氏(フランス)と SupotTeachavorasinskun 

氏(タイ)が座長を務められた。以下に論文題目、著苫(発表者に下線)、論文の概要等を示す。

(1) Laboratory measurements of GCL shrinkage under cyclic changes in t巴mperatu民 andhydration 

conditions -Thiel， R.， Q_iroud. J.P.， Erickson， R.， Crilcy， K.， Bryk， J. (合衆国): GCLが持しく収

縮した現場事例があることから、この挙動を解明するため乾溜繰返し収縮試験が行われた。

収縮の程度は GCLの種類によって異なり、 GCLによっては 20%以上も収縮することが示さ

れた。

(2) Validation of the u田 offilter paper suction measurements for the determination of GCLs water 

retention cu何回幽 Barroso，M.， Touze-Foltz. N.， Saidi， F. (スペイン、フランス): フィルターペ

ーパ一法により GCLのサクションを測定し、水分特性曲線を求めている。さらに van

Genuchtenのパラメーターを既往の研究と比較して、実験方法の妥当性を示している。

(3) Improving performanαof containment barrier systems胴 Legge.κR.(南アフリカ): 上からジオ

メンブレン (GM)、GCL、ドレーン、 GMのライナーシステムにおいて、ドレーン層に負圧

を作用させて湿潤空気を流入させるシステムを提案している。ライナーの温度 k昇と乾燥が

防がれ、 GCLの水和と性能の向上がはかられることが、実験により示されている。

(4) E妊'ectivenessof a geocomposit巴 linerto diffusion of aromatic hydrocarbons at low temperature -

MUkunoki.L Rowe， R. K. (日本、カナダ): 北極圏にある燃料タンクから漏洩した炭化水素

の封じ込めを、 GCLとHDPEを用いて行った事例の報告で、宅内試験と移流分散を基礎とす

る解析により封じ込めての効果を示している。

(5) Long-term hydraulic conductivity of modified GCL permeated with inorganic chemical solutions ・

Katsumi，工，l'shimori. H.， Fukagawa， R.， Hanamoto，κ01本): 改質ベントナイトおよびプレ

ハイドレーションした GCLの無機化学物質溶液に対する長期の透本試験結果を報行してお

り、いずれも化学物質溶液に対する遮水性能が示されている。

(6) GBR-S geosynthetic barrier -swelling nonwoven -MoιP. (ドイツ): 「膨潤性ポリマーで繊

維をコーティングした不織布jの材料開発と実験結果の報告である。従来の GCLのようにコ

ンポジットではない、不織布単一層のジオシンセティックス遮木材となっている。

(7) Base liner equival巴ncyassessment for landfill sites咽 Gassner.瓦版(オーストラリア): 移流分散

解析によってライナーシステムの化学物質漏出を予測し、 GCLの有効性を示している。
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Landslide stabilization using an MSE buttress at a U .S. Superfund remediation site -!1eech. J.F.. 

Monteleone， M.よ，Bonaparte， R. (合衆国): 不適正処分場の修復工事例であり、ジオグリッドを

使用した斜面部の安定化と、ジオメンブレン、 GCLを用いたカバーによる封じ込めに成功してい

る。

R-1 : Basal Reinforcement (補強の原理)

佐賀大学理工学部都市工学科柴 錦春

セッション R・01(Basal Reinforcement)は 9月 19什午後 1:30'"'""3:00まで SmallAuditoriumで行わ

れました。始めに、座長の中国清華大学の李 広信(Li， Guangxin)教授が副座長(イギリスの John

Lamont-Black 博士)とセクレタリー(佐賀大学の柴 錦春)を紹介して、発表・ディスカッショ

ンの司会役を副座長の Lamont・Black博士に頼みました。このセッションの論文は 11編ありまし

たが、口頭発表されたものは 7編でした。 1編当たりの発表時間は約 8分、その後 2"'_'3分の質疑

の時間を設けました。時間の制限があったため幾つかの充点に対して、活発な議論を打ち切らざ

るを í~}なかったが、発友は時間通りに終了しました。最後のがJ 5分間で、座長の李 広信教授は

セッションのまとめをされ、セッションの終了を宣言しました。 7編の発点では理論的なもの、

実験的なもの(現場・室内)や、 X一線 CT法による補強土中の応力伝達の可視化と自然補強材の

利用等、新しい観点からのものもあり内容的に豊富なセッションでした。

発表された論文は表ー 1にリストし、発表者名に下線をつけています。

表ー 1 セッション R-01(Basal Reinforcement)で発表された論文

No. 著者(下線付け:発 タイトル 国
表者)

Hironaka司，L_， Gu，S.， X一線 CT法を用いて杭基礎上の補強土rjlの荷重伝達メカー 日本

Otani， J. & Hirai， T. ズムの口H見イじ
Visualisation of load transfer mechanisms of reinforced soil on 

pile el巴mentusing X-ray CT method 
ウ Sarsby司R.，Mwasha， サイザルアサファイパーで土の補強 UK 

A.， Searle， D. & Karri， Sisal fibr巴geotextilesfor soil strengthening 

R.S. 

3 Kwon， J.， Tutumluer‘ 残留応力と拘束圧の影響を考慮して底面に敷くグリッド補 USA 

~.， Konietzky， H. & 強材のメカニズムの検討
Keip， M-A Investigation of geogrid base reinforcement mechanisms 

considering residual st~~~_ a，!d confinement effects 

4 Yasuhara， K.， ジオシンセァイツクスで補強したハイブリッドーサンドイ 日本

Murakami， S.， ッチ基礎

Komine， H. & Hybrid-sandwiched foundations reinforced with geosynthetics 

Sakakibara， T. 

5 Aoki，H.， Nishioka， H.， コフムネット基礎 tの盛 l:における現場試験 fJ本

Tateyama， M.， Yazaki， Field test of embankment constructed by column-net method 
S. & Shinoda， M. 

6 Biondi， G.， Brighina， 軟弱地盤上にける底面補強した盛り土の動的安定解析 イタ
A. & Magueri-M. Seismic stability analysis of base-reinforced embankments of soft リア

soils 

7 Huang、，L_， Han，1. & コフムで改良した基礎上の補強盛土の変形特性 USA 

Collin，1. G. Def，叩I凶 ionsof reinforced column-supported embankments 
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ました。そのため、それらの要求性能に応じて試験条件や計測装置の工夫、あるいは新しい試

験機の提案がなされており、独自の創意・工夫をもった非常に興味深い発表でした。

W司 2: Liners on Slopes (斜面におけるライナーの工学特性)

熊本大学大学院社会環境工学専攻椋木俊文

本セッションは、座長に JosephFourie大学(フランス・グルノーブル)の J.P.Gourc教授、

副座長にTurin大学(イタリア・トリノ)の1.M. Manassero教段を迎え、 TC5(Environmental 

Geotechnics)による 1GSとISSMGEのジョイントセッションとして進行された。論文数は全部

で 10編であり、 8編は口頭発表、 2編はポスター発表であった。これらの論文は、埋立廃棄物処

分場の斜面部におけるジオメンブレンの引張特性、ジオシンセティクスを使用した埋立廃棄物処

分場の斜面設計に関する諸問題に分類できた。

セッション前乍では、急勾配斜前iのジオメンブレンの施工問題を対象として遠心模型実験と数

f[~{解析によるジオメンブレンの引張特↑'1:に-'f'l'f 日した)~;，えがあった。その講演の中で処分場におけ

るジオメンブレンの力学特性は、ジオメンブレン単体の材料特性のみならず廃棄物との相互作JtI

を身慮した材料特性の評価も弔要であることが強調された。また、光ファイパーセンサーをJfIい

てジオメンブレンの変形を測定したグループの発表もあった。ここでは、ジオメンブレンの引張

特性が気象条件に影響することを説明していた。一方、 Giroud博士のグループは、ジオメンブレ

ンの斜面における引張特性の評価については実験結果が依然として実験上の問題に影響されるこ

とから、理論的に解釈することの方が実験結果から得られる情報よりも重要であることを主張し

ていた。

セッションの中盤から終盤にかけては、 トピックが開立廃棄物処分場の設計に関する内容に移

行した。ここでは斜面が急勾配である場合の懸念事項として、特に急斜面におけるジオメンブレ

ンの施工中に起こりがちな局所的な引張力によって、ジオメンブレンに力学的な劣化を与えるこ

とを避けなければならない点などが議論された。日本凶内からは、海面処分場を対象として海水

中の斜面におけるライナーの施工事例が発表された。これについてはフロア(若い外国人)から、

「一般にはジオメンブレンは比重が水よりも小さいので水中での施工はかなり難しいのではない

かj といった質問がでた。このことから垣間見えるように、埋立処分場は陸上にのみにしか建設

すべきであるという概念を持った若い参加者にとっては、海面処分場の話題は驚きだ、ったようで

ある。

以上の研究発表を総抗すると、 !Ig\'/~J1~ 東物処分場における遮水日的のジオシンセティクスの j曲川j

は非常に効果的であるといえる。しかし、その 1没計についてはケースパイケースに対!ぶしている

のがほとんどであるという実情もあることを身慮しなければならない。特にみ;セッションで取り

上げられたような急勾配による引張}]や施 r中に発生する{口jらかの引張)jが作川した状態、におけ

てジオメンブレンの抵抗および変形に関する評価は、設計者を悩ませているといえる。このよう

な問題に対応して、合理的かつ信頼性の高い設計法を確立することが急務であるという趣旨のコ

メン卜が座長・副座長から述べられ、本セッションは締めくくられた。
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R-2: Reinforced slopes and walls-case studies 1 (TC17 Special Session) 

補強擁壁と斜面補強一事例 1(TC17 特別セッション)

三井化学産資株式会社弘中淳市

セッションR-2CReinforced slopes and walls -case studies 1) は、 TC17の特別セッション

として 9月 19日15:30'"'-'17:00に行われました。まず、セッション座長の大谷教授より発表者お

よび発表内容の概要について紹介され、続いて下記 8編の先去が行われました。発表は、オース

トリア、ドイツ、スペイン、イラン、マレーシアなどで施 rされた特異な施工'ド例紹介を中心に、

施工後約 30年経過した編布の引張り試験による耐久性評価、実スケール試験施 1:による補強盛

上や補強された橋台の動態観測、繰り返し水平荷弔ドにおける補強された擁惜の挙動、現場引抜

き試験に関する内容について行われました。また、先去後には活発な議論が交わされ、本セッシ

ョンのテーマである Casehistoriesに多くの関心が寄せられていることを示していました。

1. Dr.Holtz，R.D. :Mechanical properties of getextile reinforcement， 30 years after installation. 

(USA) 

2. Oberreiter，K. :Investigation of the behaviour of g巴osynthetic/soilsyst巴msin reinforced soil 

structures. (Austria) 

3. Alexiew，D. :Three cas巴 historiesof di妊erentspecific uncommon geogrid-reinforced slopes. 

(Germany) 

4. Rankilor，P. :The construction of an embankment in Iran designed to fail by rotation to lift 4m of 

crystallin巴saltfrom the river bed， out of the water. (United Kingdom) 

5. L巴e，E.C.:Performance of a 37m high geogrid reinforced soil structure constructed over a disused 

sewage treatm巴ntpond. (Malaysia) 

6. Nancy A. :Survey of a bridge abutment reinforced by geosynthetics， with optic sensors integrat巴d

in g巴otextilestrips. (France) 

7. Hirakawa，D. :Behaviour of geosynthetic-reinforced soil retaining wall subjected to forced cyclic 

horizontal displacement at wall fac巴.(Japan) 

8. Lim，H，T. :Field performance and pullout tests of geosynthetics reinforced soil slop巴 using

residual soil in Singapore. (Singapore) 

最後に、セッション副座長で TC17の委員長でもある Prof.JanMaertensにより TC17の活動

についての紹介および本セッションの総評が行われました。

H-2: Drainage -case studies (排水一事例)

株式会社クラレ谷口 秀和

当セッションは Chairpersonを Dr.Neil Dixon、Co.chairpersonをProf.Tangが努め、 ド，IL2

内容の発表が行われた。当初 Dr.Delmasが Chairpersonを努める予定であったが、事情により

急速 Dr.Neil Dixonに変更となった。なお、 IGSStudent Awardを縄得した Dr.A.H. Aydilekが

つd
qノハ】



特別に当セッションにおいて受賞論文についての発表を行った。

発表された論文および発表者は下記の通りである。

l)"The use of electrokinetic geosynthetics (EKG) in enhanced performance of sports turf." 

Presenter: Lamont'Black， J. (Ekectrokinetic Ltd.， U.K) 

2)"Application used PVDs and GTX cushion to treat soft subsoil on expressway 

embankment." 

Presenter: Wang T. R. (Zhejiang U niversity， China.) 

3)"Soil improvement works at Changi East， Singapore." 

Presenter: van der Molen， M. (Ballast Ham Dredging / Van Oord Dredging and Marine 

Contractors， The Netherlands.) 

4)“New generation of electrically conductive vertical drains for treatment of Singapore waste 

materials." 

Presenter: Leong， T.P. (National University of Singapore， Singapore.) 

5)"Analysis of field application of electro'osmosis via electrically conductive drains for soft 

clay consolidation." 

Presenter: Chew， S.H. (National University ofSingapore， Singapore.) 

6)"Vacuum consolidation method applied to underwater mud improvement." 

Presenter: Takahashi， S. (Obayashi Corporation Technical Research Institute， Japan.) 

7)"Hydraulic compatibility of geotextile containers confining waste materials." 

Presenter: A.H. Aydilek， the winner ofIGS Student Award， (University ofMaryland'College 

Park， USA.) 

8)"Use of geocomposite drain in soccer field in Brazil." 

Presenter: Santos， J.P. (Maccaferri do Brazil) 

発表者はアジア、ヨーロッパ、南米など多岐に渡り、排水に関する適用事例の紹介を中心にセ

ッションが展開された。私見であるが、各国の事例を一向に集めて発表される機会はそれほど多

くなく、参加者のさらなる研究および現場適用に対して当セッションが役立てば幸いと考える。

最後に、急な要請に応え Chairpersonを努めていただいた Dr.Neil Dixonおよび関係各位のご

尽力に感謝に怠を去し、当セッションのまとめとしたい。

R・10: Pull-out test (補強材の引き抜き試験)

株式会社クラレ伊勢智一

1. Evaluation of interaction properties of PVA geogrids in stabilized cohesive soils: Shear司 andp凶lout

tests 

安定化粘性土壌における PVAジオグリッドの相互作用評価:せん断及び引き抜き試験
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Aydogmus， T.， Alexiew， 0.， Klapperich， H. 

典型的な粘性土にtll!設された PVAジオグリッドのせん断及び引き抜き試験結果の報告O 新開発

の試験装置において誤差の少ない測定・を実施。石灰及びセメントで安定化された土はIf:iいせん

断及び引き抜き眠抗値をぶした。

2. A new theoretical method to cvaluate the peak and the residual pullout resistance of extruded geogrids 

embedded in granular soils 

粒状土tj，での押11¥成型ジオグリッドの最高及び残留引き抜き民抗値の新しいJlE論的評{rlli}j法

Cardile， G.， Gioffre， D. & Moraci， N. 

11:縮粒状 L中に t'l!，没された }II'出成)~'!ジオグリッドのづ!き抜き侭抗値の新しい f'E論的評{rllî}j法を

開発したっ土のダイラタンシ一、補強拡張性、補強i去さ、封IEを説明できるf'l1論について議論

した。{ljJ'J長補強の場合は実験結果と珂論値はよく一致した。表面摩擦は主持力に比べて品lfA値、

残留値とも低い傾向。この f'l'論によって、中~11'(応力と補強材の長さに起因するづ|き抜き欠陥を

評価することが期待できる。

3. Interaction behaviour of geosynthetics and soil under static and cyclic loadings using the pull-out test 

づ|き抜き I試験における静(0及び}占l則的負荷でのジオシンセティックスと土壌との相互作川

Nernheim， A. & Meyer， N. 

大規模な的的及び}iiJ期的引き技きII!U験を行うための析しい試験装置についての郎告。 li'fl的試験

においては、粒f1、土密度、補強材の埋設i去、鉛山崎f苛がilt大引き抜き応力のパラメーターと

して同定された。 }iiJ期的I試験では1:たるパラメーターは最大白荷と振'TMの大きさである。水平

ノj向のみの周期的t椛荷では歪はほとんど認められなかった。吋波数は o. 1.......， 2. 5IIzの範

聞では歪に影響を及ぼさなかった。実験結果より最適埋め込み長は交通荷重によってもたらさ

れる周期的載荷によって決まることが判明した。

4. Interaction between geogrid reinforcement and tire chips-sands mixture 

ジオグリッドとタイヤチップ混合土との相互作用

Tanchaisawat， T.， Bergado， T.， Pr巴mpramote，S.， Ramana， G.V.， Piyaboon， S. & An吋orn，P. 

補強土構造物における埋め戻し材としてタイヤチップと土の混合物を用いた実験についての報

告。 2陪煩のジオグリッドについての実験で、土の配合量が多いほど引き技き低抗値が閉すこ

とが判明した。

5. Pullout tests of geogrid embedded in cement-mixed gravel 

セメント混合砂利，t，でのジオグリッドの引き抜き試験

Watanabe， K.， Tateyama， M.， Uchimura， T.， Yonezawa， T.， & Aoki， H. 

セメント似合砂利とジオグリッドの結合力は比較的 r~ :1く、引き抜きポは実質的に封圧やセメン

ト混合砂利の性質の影響を受けなかった。

6. A new dimensioning approach for geogrid with stiff junctions 

強 [~jlな接介却を持つジオグリッドにおける寸法決定のアプローチ

Ziegler， M 

一般に斜面iや擁喧の安全係数は実際のそれよりもかなり大きいことが知られている。大型の上

下二分割のせん断箱の中心にグリッドを設置し砂で満たして引き抜き試験を実施した。クロス

パーからの誘導低抗性は前部から後部へかけて徐々に減じていった。これらの効果を考慮して

ノモグラフを開発した。

F
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7. Soil!Geosynthetic interface characterization -the influence of some aspects of the test 

土とジオシンセティクスの界面の特性 一 試験特性の影響

Silvano， R. & Lop巴s，M.L

大規模直接せん断ボックス試験における士とジオシンセティックス界面の相互作用の測定値が

大きく変動するのは、水平歪みの初期化前に垂直応力がかかることと、ボックスの蓋とジオグ

リッドとの不十分な間隙によるものである。

8. Geogrid pullout tests using small scale equipment 

小規模な設備でのジオグ、リッドの引き抜き試験

Kakuda， F.恥1..， Bueno， B.S. & Teixeira， S.H.C. 

大規模ボックスによる引き抜き試験は実地に近い応力や高い再現性という利点はあるが、大量

の土砂の使用に際して水分調整や圧密状態を管理する難しさもあり、時間も費用もかかる。そ

こで小規模の引き抜き試験装置を考案した。ここでは小規模試験装置を用いて細粒土中に埋め

込んだ高密度メッシュグリッドの引き抜き特性を測定し、大規模試験装置での測定結果との比

較を行なった。

9. Geosynthetic pullout in fine-grained soil: Analysis of soil/geosynthetic interface behaviour 

細粒土中でのジオシンセティックスの引き抜き試験:土/ジオシンセティックス界面の挙動

Pinho-lρpes， M.， Silvano， R. & Lopes， M.L. 

ジオシンセティックスのタイプは引き抜き試験において重要な要素である。種々のタイプのジ

オシンセティックスを用いて細粒土中で引き抜き試験を行ない、土とジオシンセティックスの

接触面積が大きいほど高い引き抜き抵抗値を示すこと、平面的かつ連続的な物質からなるジオ

シンセティックスでは細粒土中における支持部材からの消極的抵抗値は砂中に比べて顕著では

ないことが判明した。

W-3: Liner Interface (ライナーインターフェース)

太陽工業株式会社桝尾孝之

セッション W・3 Lin巴rInterfaceは“廃棄物処分場"の表面遮水工や表面に用いる材料(ジオグ

リッドなどに関連する研究論文が主体となるセッションである。座長は Prof.Delma VIDAL 

(Brazil)、副座長は Dr.Richard BRACHMAN (Canada)が務めた。

セッションに採択された論文は 10編であり 8編が口頭発表， 2編がポスタ一発表としてセッシ

ョンの構成をおこなった。セッション当日にブラジルからの参加者がポスタ一発表から口頭発表

への変更を申し入れてきた。発表時間の割り振りからすると，時間的にはギ')ギリとの思いであ

ったが Chairperson:Prof. Delma VIDALがブラジルからの参加者であったことから口頭発表への

変更を受諾し 9編の口頭発表とすることに変更した。

セッションで発表された論文内容の多くは“遮水工(ジオメンブレンやジオシンセティックス

クレイライナー:GcL)"と表面地盤との問に生じる摩擦力や表面内部に発生するせん断力に着目

された研究が多かった。それらをさらに分類すると以下のようになる。
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①遮水工と表面地盤との摩際特性等を実験によって解明したもの

• E妊巴ctof temperatur巴 onsurface hardness and soil interface shear resistance of geosynthetics 

• Questions raised regarding interpretation of inclined plane results for geosynthetics interfaces 

• Interface shear stress parameter evaluation for landfill liner using modified large scale shear 

box 

• Large scale ramp tests on soil-geosynthetic systems 

• Interface resistances among soil and geosynthetic materials for final cover of a hazardous 

landfill in Thailand 

②遮水工と表面地盤との陪擦特性を数値解析したもの

• Numerical modeling of th巴 mechanicalbehavior of geosynthetic liner systems (GLS) 

installed on slopes 

• Development of graphical design charts for the stability of veneer cov巳rsystem 

③新種のジオシンセティックスを用いることによる摩擦特性の向上を報告したもの

Advantages of the secondary textured high density polyethyl巴negeomembrane in a sanitary 

landfill 

④その他(表面構造に影轡する事象に着目したもの/施工事例など)

• Effect of boundary conditions on deflection of GM wrinkles in a GM/GCL composite liner 

Application of geosynthesis on Tianziling landfill and correlated geotechnical problem 

ジオシンセティックスと地盤の摩擦特性に着目することは処分場を計画する時の法凶i勾配に関

連し廃棄物処分場の容量にも影響する。今後もこれらの研究と材料の開発が盛んに行なわれるで

あろうと感じた。

R-3: Reinforced slopes and walls-case studies2 

(補強斜面と擁壁一事例 2)

室蘭工業大学木幡行宏

友記のセッションが，会議 2fl Hの 9月 20日(水)， lO:30-12:00に開催された. Chairpersonは，

IGS 理事でもある Mr.Steve P. CORBET (UK)， Co-chairp巴rsonは Prof.Rong H. CHEN (台湾)，

Ssecretaryが筆者である.本セッションでは表-1にぷす 7編の論文が発表された.会議の開催前

に発表者からスムーズに pptが送られ，また， Co-Chairpersonである Prof.Rong H. CHENが周到

な準備をしていたため，内容の濃いディスカッションがなされた.

ノドセッションの発表論文うち， 4編は実工事へのi白川に関する報告で，港湾Jlp:立事業での護岸

工事や廃棄物埋立地盤上の野外劇場建設に適用された岡IJH，~ [(u補強土壁，高盛1:への補強上適用に

関する 3事例および高速道路建設における補強盛 Lで、あり，残り 3編は補強 J:構造物の崩壊事例

である。港湾埋立事業の，i豊作仁事は，オーストラリアのブリズベン港における港湾施設拡張工事

にであり，厚い軟弱粘性1:同の地盤上に高さ 6mのi活j干:を出没するために，地税沈ド抑制と排水

促進を日的として高強度のジオシンセティックスを敷J交した 'h例である.豪雨による~:石流の発

生により崩壊した補強盛上の崩壊原因と崩壊メカニズムの検討に関する論文については，円弧す

円

iワω



べり安定解析による斜面の安全率が設計安全率を下回っていたことについて活発な議論が行われ

た.廃棄物埋立地盤に野外劇場を建設するために剛壁面補強土壁工法を適用した事例に関して，

E期や施工状況に関する質疑応答がなされた.台湾での補強土構造物の崩壊事例を検討して崩壊

原怯|をまとめた論文については，不適切な地盤調査，未熟な技術者による設計や施工時の問題点

などを崩壊原因とする根拠に関して活発な討議が行われた.補強盛土や補強土壁に対する施工後

の現場計測による変形量と設計時に予測された変形量が異なることから新たな設計法の必要性を

ボした論文に対して，結論をi¥}るまでの期間に関する議論や変形量が非常に小さいので，構造物

としてはかなり向性能であるという意見などの討議が行われた。その他の論文については，論文

qlに示されたパラメータや設計手法に関する質疑応答がなされた.

本セッションは，台湾やタイなど，アジア地域での適用事例や崩壊事例に関する発表が多く，

これらの地域においては 補強盛土や擁壁に代わる補強上壁の適用が急速に拡大していることを

実感したセッションであった。

表-1 セッション:rR-3 :補強斜面/補強土壁一ケーススタディ 2Jで発表された論文

1) Use of geotextiles to overcome challenging conditions at the seawall project in Port of Brisbane -K. H. 
HORNSEY. 

2) A debris flow induced by the collapse of a reinforced wall -R. H. CHEN 
3) A construction case of geotextile-reinforced soil retaining walls at the waste landfill site -K. TEI 
4) Case studies of geosynthetic reinforced earth structure failures -J. Y. WU  
5) A case study of reinforced slope in Thailand -Lamphun highway -DECHASAKULSOM 
6) Prediction and Performance of reinforced soil structures -V. HERLE 
7) Structure reinforced with geosynthetics -some illustrated causes of failure -P. L. DAVIES 

H-3 : Dewatering (脱水)

防衛大学校富田喜書

表記のセッションが会議 2U目の午前中に開催された。 Chairmanは LEGGE氏(南アフリカ)、

co-chairmanは MARINO氏(アメリカ)で表-1に示す 9編の論文発表がなされた。セッション

はきわめてスムーズに進行され、時間ぎりぎりまで活発なディスカッションがなされた。以ド、

発表された論文を大きく 2つに分類し、セッションの内容を振り返るとともに、今後のこの分野

の動向について私見を述べたい。

セッションでははじめに、袋状に形成したジオテキスタイルに尚含水比の地盤材料を投入して

脱水を促進する研究が発表された。それに関連する研究として、首I1を合んだ土を同様な方法で同

減分離する技術も発表された。この種の技術では、ジオテキスタイルのフィルター性能、ジオテ

キスタイルの引張り強度と変形への追従性が問題になる。セッションでは、試験の方法と実際の

実務における製品の選定法などが議論された。

セッションではつぎに、特殊加工したジオテキスタイルを地盤に打l没し、そこに電気を通すこ

とで圧密を促進するという研究が発表された。この種の技術では、ジオテキスタイルをどの間隔

で地盤に配置するかと、強度用加がどのように進むか、ジオテキスタイルの物性がそれにどのよ

うに関与するかが問題になる。セッションでは、上記のような力学的な問題に加え、施工管理の
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方法や経済性比較まで幅広いトピックスが議論された。

この分野の研究は軟弱土の力学的安定を主目的にしたものが多く、若干手詰まりの感がある。

廃棄物の容量を小さくするという位置づけや、途中ジオテキスタイルが破断した場合の対処の方

法など視点を変えた研究の推進が期待される。

表 -， セッション:rH-3 :脱水Jで発表された論文

1) Experiment on“Geotextile tube dehydration method" with nonwoven fabric tube for acceleration of 
dehydration work. / kamura， A.， Azuma， K.， urata， M.， Saeki， H. & Nishigata， T. 

2) Dewatering fine-grained soils using geotextile tubes -an Australian case study. / Chow， R. W. 
3) Evaluation on filtration performance of woven geotextiles by falling head， pressure filtration t巴st，and 

hanging bag tests. / Liao， K. & Bhatia， S. 
4) A dewatering treatment for oily sludge using geotextile filters. / Mendonca， M.B.， Ehrlich， M.， 

Cammarota， M.C. & Freire， D.D.C. 
5) Model test study on soft clay slope reinforc吋 withelectro-kinetic geosynthetic. / Zhuang， Y.F.， Wang， 

Z. & Chen， L. 
6) Dewatering of Sewage sludge using Electrokinetic Geosynthetic. / Gler凶 nnin

Hun則Itle己y，D.T. & Lamont-Black， J. 
7) Case history: the use of electrokinetic geosynthetics (EKG) in belt press dewatering. / Lamont-Black J.， 

Huntley， D.T.， Gl巴ndinning，S. & Jones C.J.F.P. 

8) Case History -Irトsitudewatering of lagooned sewage sludge using electrokinetic geosynthetics (EKG). 
/ Jones， c.J.F.P.， Glendinning， S.， Huntley， D.T. & Lamont-Black， J. 

9) Economic models for the use of electrokinetic geosynthetics. / Huntley， D.T.， Lamont-Black， J.， Jones， 
C.J.F.P. & Gl巴ndinning，S 

R・4: Reinforced slopes and walls-case studies3 

(補強斜面と擁壁-事例 3)

鉄道総合技術研究所渡辺健治

本セッションの座長は Dr.Kerry R. ROWE (カナダ)が担当し、副座長とセクレタリーは渡辺健

治(鉄道総研)が兼務した。本セッションでは、 R・2，3"Reinforced slopes and wallsl &2"と関連し

てジオテキスタイルで補強された斜面・擁壁の事例について報告された(口頭発表 9編、ポスタ

ー2編)。ジオシンセティックスの適用範囲は多岐に渡り、たとえば現場発生士等の軟弱土を用い

る場合、軟弱地盤や斜面上に土構造物を構築する場合など、悪条件において土構造物を安定化さ

せるために用いている事例が多数発表された。多くの国で土構造物の設計標準の性能規定化が進

んでいる中で、ジオシンセティックスを用いることによる補強効果の定量的評価(補強の程度と

補強効果の関係)が弔要であることが指摘された。

本会議の閉会式において、能附丈夫 IGS会長が「ジオシンセティックスの分野において、過去

の事例から教rvllを得る事が技術の進捗に有益であるJ'ドを指摘していたが、本セッションでは成

功例だけでなく、補強~:構造物の崩壊例も紹介されたことが印象的であり、失敗例から件た教訓|

も大きいと感じられた。しかしながら、同じく閉会式に EnnioPalmeira教伎が白及されていた様

に、事例を公表する事が必ずしも企業やメーカーにとって良いとは限らず、また企業方針によっ

ては推奨されるとは限らない。実務者と研究者間でより多くの情報交換や協力をするためには、

本セッションの版な場で議論する事の必要性を感じた。
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表 セッション R-4(Case studies 3)で発表された論文

著者 タイトル

1 OZCELlK， H 
Measurement of panel deformations of a polymer reinforced soil 

bridge abutment 

2 
Pedroso， E.M.， Bueno， B.S.， Benjamim， Field monitoring and numerical prediction of th巴 respons巴 ofa 

C.V.S.， Zornberg， J.G. nonwoven geotextile-reinforced wall 

3 
Cho， S. D.， Lee， K. W.， Lee， H. Y.， Field monitoring of two geogrid-reinforced steep soil walls in a 

Chang， K. S. 2-tiered configuration 

4 
J.G. Han ， J.S. Kim ， K.K. Hong， Case Study on the Global Slope Failure with Geogrid Reinforced Soil 

S.D.Cho， K.W. Lee， S.-S. Jeong Wall 

He， Z.W.， Chew， S.民、 Tan，H.W.A.， 
Field performance of instrumented geosynth巴ticsreinforced soil walls 

5 under large scale blast loading 
Karunaratne G.P.， Chew， A. 

6 
Tan， H. W. A.， Chew， S. H.， He， Z.W.， Effect of geometry & geosynthetics type on the effectiveness of 

Karunaratne， G. P.， Seah， Y. T. reinforced soil (RS) walls as protection against blast loads 

7 
Kollios， A. Design and construction of a high embankment with siltston巴

巴xcavatedmaterials reinforced by geogrids 

8 Araujo， G. L.， Palmeira， E. M. Backanalysis of an instrumented reinforced abutment on soft soil 

9 Weisemann， U.， Lieberenz， K円 Vogel，W. 
Research on the mode of operation of geosynthetic r巴inforced

load-bearing syst~ms over soft layers in railway lines 

10 
Yoshida， K.， Yokota， Y.， Tatta， N.， & Field observation of reinforced soil retaining wall of “double wall 

Tsuji， S.， Arai， K 

11 

structure" 

Kim， Y.-N.， Chae， Y.-S.， Lee， K.・1.， Kim， A Case Study of Hybrid Reinforced Geo・Structureusing Reinforced 

T.-H. Concrete Block and Slope 

R-15 : 3D applications and new reinforcement materials 

(補強材の立体的活用と新しい補強材料)

東京大学:内村太郎

本セッションでは、補強材の新しい活用法として、補強材を立体的に使う技術と、特殊加工を

施した補強材についての発表が集められた。補強材は盛土の中に水平に敷設するもの、という既

成概念にとらわれない新しい用途が、様々な方向で試みられていて、おもしろい。座長は、イギ

リスの 8ernard Myles氏、副座長は韓凶の Yoo，Chungsik先生、セクレタリーは内村である。以

下に、発表の概酪をiicす。

# Triaxial tests on sand reinforced with 3D reinforcing elcments (Zhang， M.X.ほか)

様々な形状のフランジをつけた補強材を川いた、砂の二軸供試体の変形特性について。

# Numerical analysis of geosynthetic encased stone column (Murugesan， S. ほか)

基礎としてのストーンカラムのJiiJpt-!を、補強材で巻いて補強した構造についての、数fll'(WI~析o

# Geo-reinforced sand columns: small scale experimental t巴stsand theoretical modelling 

(di Prisco， C.ほか) 砂杭の同聞を、補強材で巻いて補強した構造についての室内模Y判定験。

# Field test of a pipeline buried at shallow depth with a g巴ogrid(Yamazaki， S. ほか)

埋設管の液状化による浮き上がりを防ぐために、ジオテキスタイルで重しをかける仁法の実物

大実験。
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# Model tests for new lightweight thrust restraint using geogrid (Kawabata， T.ほか)

地中管路の屈曲部にかかる流体圧を支えるために、ジオテキスタイルを配置する仁法の模型実

験。

# Uplift pressure removal system in underground structure utilizing geocomposite system (Shin， E.C.ほ

か)

地下水由.より深く掘る掘削工事で、不織布複合材を川いて堀削面の安定を測る c法についての

検討。

# Lateral shearing tests on geosynthetic soil bags (Aqil， U.ほか)

ため池の堤体法面を補強し、同時に越流時に保議するための、土のうを用いた構造についての

実験。

# Operational mechanisms and design approaches for geosynthetic reinforced load transfer platforms 

(McGown，A.ほか)

軟弱地盤や空洞のある地盤上の雌土で、補強材で荷重分散する効果についての、現場計測と解

析。

# Evaluation of strength and hydraulic properties of plasma treated nonwoven geotextiles 

(Bouazza， A.ほか)

プラズマ処理により繊維表面の機水性を抑え、排水機能を高めた不織布の排水特性試験。

T-4 : Reinforced walls (補強土壁)

鹿島建設僻)吉田 輝

ジオテキスタイル補強行笠(以下、補強土壁)はジオシンセティックスにおける古典的テーマ

の 1つに数えられるが、これまでの実績の蓄積にもかかわらず発展のペースが全く鈍っていない

ようである。本セッションには大勢の参加者(後半は 100名前後)が集まり、緊張感と熱気のた

めに、ゆったりした快適なセッション会場が狭く感じられるほどであった。

本セッションへ登録された論文は 11編で、その内訳は口頭発表 5編・ポスターセッション 3

編・不参加 3編であった。我が同からは田村幸彦氏(複合技術研究所)と前田幸男氏(佐藤工業)

による下記 2件のポスタ一発点がなされた。

司 Tamura，Y: Lessons from construction of g巴osynthetic-reinforcedsoil retaining wallshaving full-height 

rigid facing for the last 10 years 

ー Maeda，S.， Torium， N.， Ishikawa， S.， Shintani， H.， Matsumoto， N.， Kaneko， T.， Sawahara， K.， Ikoma， K.， 

Amano， M.， Hara， K.， Yokota Y.: Geosynthetic-related products and applications for r巴inforcedsoil walls 

and steep slopes in Japan 

本セッションは陛長の Ching-ChuanHuang (黄景川)博士(台湾)による各口頭発表論文の制

介をもって開始された。口頭発表が前述のように 5件と少数であったことから、 Huang座長と/1¥11

座長の ChristopherKelsey氏(米国)が協議され標準の 7分より長い 1件、!iたり 10分間の発友時

間とそれに続く 3分間の質疑応答が設定された。但し発表時間の延長すなわちブザーのタイマー

を 10分に設定したことを口頭発表者に伏せたままセッションを開始したのがミソであった。そう
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したところ、持ち時間の 10分以内に発表終了したのは 5人中 1人だけであった。しかるに大幅な

時間超過も見られず、全員の平均発表時間は 11分以内に収まった。質疑応答も活発になされたが、

座長による総指のスライド発表をもって予定時間通りにセッションが終了した。特にセッション

の終了時刻が近づくにつれ時折副座長が座長に残り時間をタイムリーに耳打ちするなど、正副座

長の臨機応変かつ息の合ったセッション進行が光った。

技術動向としては、土とジオテキスタイルと壁面材だけでクローズした系でなく、盛土基礎に

おける地盤改良や盛土背面におけるアンカーなどを合む、より複合的な全体系の中で補強土墜を

取り扱っている事例が目立った。これは補強土壁の適用範囲拡大の説しであろう。特に急傾斜地

における補強上H.!とアンカーの併用工法は、ジオテキスタイルの定着長を確保するためにわざわ

ざ良質な背面地山を広範囲に掘削するといった本末転倒を解消するために極めて有効であり今後

適用機会が噌加すると思われる。また、ジオテキスタイルの大掛かりな原位置歪測定を通じた、

より合理的な設計への取り組みも注目された。今後に向けた主要な検討課題として、①壁面材や

背面地山とジオテキスタイルとの間の接合強度の評価、②壁面材の岡IJ性の評価、の 2つが座長総

指において指摘された。

末筆ながら本記事の執筆に吋たり Huang座長が使用された総括のスライド及びKelsey副座長に

よる英文の報告(会議のウェブサイトに掲載済み)を参考にさせて頂いた。ここに両氏に謝怠を

点す次第である。

H-5: Dams (ダム)

九州大学大嶺 聖

このセッションの座長は Dr.Daniel CAZZUFFI (イタリア)が担当した。副座長とセクレタリー

は大嶺聖(九州大学)が兼務した。セッションのテーマはダムで， 6編の口頭発表が行われた(表

- 1)。各発表の概要をまとめると以下の通りである。

発表 1:ジオメンブレンの紫外線に対する耐久性に関する発表であった。 PVCジオメンブレ

ンは，熱帯性の気候条件において長期の耐久性を有し，また，保護されていないジオメンブレン

はアンカーを施すことで長期の使用が可能となることが示された。

発表 2:防水性シートの設計手法の妥、IJ't'!:が，現地観測，室内試験および数値解析の結果から

心された。また，遮水を維持するための負圧による五法などが議論された。

発表 3:上部蝶層 tのPVCジオメンブレンについて，原位置での大型試験が行われ，施工性

と品質管埋の問題が議論された。

発表 4:新しく Ij支出されたジオメンブレンのライナーの事例として，空気の進入による隆起の

問題が議論された。また，施工時の品質の重要性が指摘された。

発表 5:国際大ダム会議 (ICOLD)のBulletinの紹介が行われた。また，この Bulletinの主な項

目とデータベースから読み取れる統計的な情報が提供された。

発表 6:すでに建設されているアースダムの耐震性を向上させるために，ジオグリッド補強士

で押さえ盛土した事例についての紹介が行われた。このフロジェクトは，ジオグリッド補強をア

ースダムに適用した最初の事例であった。急勾配盛土の長期モニターリングの必要性が議論され
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た。

全体的には遮水材の耐久性やダムの耐震性および施工の問題などが取り上げられ，いずれの発

表においても活発な討議が行われた。

表-， 発表者リスト

論文タイトル 著者

発点 l
Geomembranes in Tenerife and La Palma Islands ・(Canary

Fayoux， D. & Potie， G. 
Islands) 

Six司 yearperformance of synthetic-rubber-sheet facing for 
Kashiwayanagi， M.， Sato， M. & 

発点 2 the upper pond of seawater pumped storage hydropower 

Qlant 
Takimoto， J. 

発表 3
Waterproofing by PVC geomembrane of two ponds at the 

Fayoux， D. & Dewalque， N. 
Pumped Storage Station of Afourer (Morocco) 

発去 4
Impacts of construction practices and reservoir filling on Wallace， R.， Giroud， J. & 

geomembrane uplift Shanks， M. 

発表 5
The new ICOLD Bulletin on impervious geomembranes for 

Scuero， A. & Vaschetti， G. 
dams 

発友 6
Construction of a geogrid-reinforced counter-weight fill to Maruyama， N.， Murayama， M. 
increase h叫 mic:J>tabil_ityofan existi旦 ea喧 dam & Sasaki， F. 

R-5: Reinforced slopes and walls-case studies 4 

(地山補強、補強土壁のケーススタディ 4)

(独)土木研究所つくば中央研究所材料地盤研究グループ(土質) 古本 一司

セッション R-5では、R-2"-'R-4に引き続き、地山補強、補強土壁のケーススタディに関する

内容でした。本セッションの発表は合計 6件であり、補強上の施工後の効果の評価やモニタリン

グに着目したものが中心でした。まず、長大のり面 (60m) を植生等により補強した事例につい

て発表があり、地山強度の評価について議論がありました。

補強土壁の裏込め土の pHの経年変化についてのモニタリング事例の発表では、 pHに及ぼす

要因や、 pHの変化による補強 t:の性状の変化について質疑がありました。

プレストレスを用いた補強土に関する発表は 2編あり、プレストレスの効果に関するメカニズ

ムやクリープ特性、さらには、仙の設計への応川について議論されました。

また、騒音防止暗としての補強t:壁の利用についての発表においては、表面の条件と防音効果

について討議がありました。この仙、土石流により崩壊した斜面において、補強仁墜により修復

した事例について紹介されました。

以 tのように、補強 Uま広く普及しつつあり、その効果の長期的評価が進みつつあるが、今後

さらに長期的な視点での研究やその結果の定量的評価等の研究成果が期待される。

最後に、本稿をまとめるにあたり、本セッションで座長を務められました BarryR. 

CHRISTOPHER氏(USA)、ならびに Han-YongJEON 氏(Korea)より頂きました貴重なメモを参考に

させていた clかいました。ここに感謝の意を表します。
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R-6 : Reinforced slopes and walls-modeling and design 1 

(補強斜面と擁壁一モデル化と設計1)

苫小牧工業高等専門学校中村 努

セッション R・6(chair person: Dr. A. Kollios， co-chair person: Prof. N. Morac， secretary : Dr. T. 

Nakamura) は補強雌土および補強土壁の設計法に関する研究を中心に 12編の論文が発表され、

その中で 9編の諭文が口頭発表された。以下にその内容を簡単に述べる。

研究発表に先立ち Prof.N. Moraciから 12冊の論文の概要説明があり、これらの論文は4大陸:

アジア (6編)、ヨーロッパ (4編):オセアニア (1編)、アフリカ (1編)からの発表である旨の

紹介があった。 LJ頭発表では 5つのトピックス(設計法、パラメー夕、各国の基準、数値解析、

ケースヒストリー)ごとに先表された。

設計法に関して篠田らは、 low-discrepancysequence Monte Carla法により内部損傷の限界状態超

過確立をより正確に算出で=きることを提案した。Qiao&Wangは塑性昭論により補強斜面の限界高

さを I正確に推定できることをぶした。 Chirica& Baicuは1:および土とジオシンセティックス相Ifl: 

間の応力ひずみ関係に基づき、補強土構造物の内部安定を評価する五法を提案した。河村らは、

補強材の引抜き挙動を考慮した拘束効果の分布モデ‘ルをポし、補強度構造物の内部安定を評価す

る手法を提案した。

パラメータに関するセクションでは、 Freitagらは温度効果について、 Haddad& Shafabakhshは

内部指傷に関するパラメータの不確定要素の影響について、 Lin&Liは最小二乗法を適用し、そ

れぞれ部分安定の評価に関する研究であった。また Moraciらはこれまでの問題点を整理しジオシ

ンセティックスを朋いた補強上構造物の設計法に関する有用な提案した。

Brauは、 ドイツにおけるジオシンセティックスを月lいた補強土の設計法に関する発表であり、

Chowは補強l:墜に関してオーストラリアの設計基準といくつかの同の基準の違いを比較検討し

た。

数値解析に閲する研究では Yooらがジオシンセティックスとブロック壁を用いた 2段補強土曜

を対象とし、基礎の降伏に関して FEMによる数値解析結果を示した。

ケースヒストリーに関する研究では、 Troskieは過去の 2つの事例についてジオシンセティック

スの選択方法に関する報告があった。

併発表後およびセッションの最後に質疑応符の時間を設定し、多くの有用かつ問先な議論がな

された。最後に Dr.A. Kolliosにより総括がなされ本セッションは成功裏に終わった。

T-3: Embankment on soft soil 

(盛土と軟弱土)

東京理科大学 Warat Kongkitkul 

There were eight oral presentations in this session. Most of them focused on the uses， designs， researches 

and newly developed construction techniqu巴sof geotextile layers laid on pile foundation on soft soil 
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deposits. All th巴presentationsare very briefly summarised due to a very limited space. 

Brokemper et al. (2006) showed the use of geotextile encased columns (GEC) to reduce the settlements 

as well as to improve the global stability of the embankments. They presented that GECs function as 

friction and end-bearing pile foundation that allows further settlement and water to drain for settlement 

acceleration during construction. Corbet et al. (2006) propos巴da soft soil improvement method by using 

Controlled Modulus Columns (CMCs). That is， the loads from the new embankments were transferred to 

the CMC's through a geotextile reinforced load transfer platform. They also presented the use of 1 m-high 

geocell mattress in a landfill site. Klapperich & Aydogmus (2006) show巴dtheir interests on the interaction 

behaviour between cohesive soil and geogrid. They showed the test results from direct shear test with and 

without a layer of geogrid and pullout test， using backfills which were untreated or treated by c巴mentor 

lime. Both cement-and lime-treat巴dcohesive soils showed the maximum ratio of shear stress and normal 

str巴ssgreater than 1.0 in both shear and pullout modes. 

Chew et al. (2006) performed heavily instrumented model tests on piles coupled with geotextile 

reinforcement to support the embankment. Th巴yshowed that the model embankment cannot achieve 

stability without the use of geotextile reinforcement laid on the top of piles. They reported that a minimum 

fill height is required to ensure that soil arching can develop before the soil subsidence takes place. van der 

Sto巴1et al. (2006) reported th巴 useof “high speed piles (HSP)" for the construction of railway 

巴mbankment.The settl巳mentand construction time can be respectiv巴lyminimis巴dand r巴duc巴dby using 

HSPs. The railway embankment then was constructed on the geogrid-reinforced mattress. They reported 

that the load carrying system was activated at small g巴ogridstrains， leading to extremely small 

deformations and high durability. 

Marchi et al. (2006) reported the use of piled embankment technique on the constructions of railway and 

highway. In these constructions， the geogrids performanc巳wasoptimised by removing the requirement for 

costly pile caps. That is， th巴 hightensile polyester geogrid was installed with a thin layer of sand 

sepa凶 ingthe geogrid and the pil巴 top.Blume et al. (2006) showed the construction of a high-stre昭 th

geosynth巴tic-r巴inforcedembankment on soft soils. The embankment was reinforced by two layers of a 

geotextil巴 arrangedat 0.5 m vertical space instead of using only on巴 layerhaving the double tensile 

strength. They showed that the measured tensile strain at the bottom layer of geotextile was substantially 

larger than the one of the upp巴rlayer. Th巴refore，they concluded that using two layers of relativ巴lyweaker 

reinforcement inst巴adof one single layer of relativ巴lystronger reinforcement is not optimal and risky. 

Phoon et al. (2006) reported field behaviours of an instrumented geotextile reinforced piled-embankment 

(GRPE) for an expressway. The mor山or巳dsoil stresses at various locations show the presence of soil 

arching巴ffectin the embankment fill. By using GRPE system， the settIement was reduced and the 

differential settlement was minimised 
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H・6Session: Reservoirs， Canals and Tunnels 

(貯水池、運河、 トンネル)

鉄道総合技術研究所小島謙一

H-6セッション“R巴servoirs，Canals and Tunnels “は 9月 21日(木)の 10:30から開催された。本

セッションは全部で9編の論文があり，このうち 6編が oralpresentationに3編が posterpresentation 

に分額された。論文の内訳を友一 1にボす。このうちセッション内で議論された 6編について，

討議の内科を含め示す。

表-1 H・6セッション論文一覧

No Title Author Presentation 

The successful design and construction of a floating cover 

molasses storage reservoir for the TSB Malelane Mill in South Riva Nortje Oral 
Africa 

ヲ
On-going performance of a double LLDPE liner in a concrete Mike 

Oral 
lined reservoir with 200 column penetrations SADLIER 

3 
Geosynthetics lining design on slopes of water reservoirs in Patrick 

Poster 
mountams BROCHIER 

4 Application of geosynthetic in rainwater storage works Qainsen Su Poster 

5 Earthen channellining trials 
Mik巴

Oral 
SADLIER 

6 
PVA Textiles for the prevention of concrete 巴xfoliationof 

Jun・yaIDE Oral 
construchons 

7 Energy geocomposites for tunnels 
H巴mz

Poster 
BRANDL 

8 
Thermoplastic lined tunnels for transport and storage of waste Albert 

Oral 
and potable water LUEGHAMER 

9 Adhesive waterproof sheeting for underground tunnels Tomokazu ISE Oral 

本セッションでは遮水などに川いるジオメンブレンに関する報告がなされた。構造物のm途・

性能や地域における気候を合めた環境問題や現場の状況などにより，適切なものを選定し実現場

で適川した事例が示された。

No.l は南アフリカにおける molassesの貯蔵池の設計・施仁に関する論文である。 CGLと1.5mm

のジオメンブレンを用いている。マラリア等の関係からJK澗りに関する問題など地域特有の課題

があることが示された。 No.2はコンクリート製の貯蔵地における継ぎ目部やクラックにおける遮

水対策として 2重の LLDPEライナー(厚さ1.5mm) を過川した事例である。 No.5はオーストラ

リアの高尚で乾燥した地域における木路でのジオメンブレン等の現地試験である。長Wlにおける

半面jについての討議がなされた。 No.6は，日本における PVAを用いたコンクリー卜構造物の補

強に関するものである。 トンネルなどにおいて適用され，経済的な補強方法であることが示され

た。 No.8はシンガポールでの排水などのための地下施設におけるライニングに関するものである。

HDPEのメンブレンを用いており，適切な手法であったとの報告があった。 No.9は開削トンネル

などにおける防水工として適用する遮水シートの論文である。コンクリートと按J守することから

高い遮氷性能が得られ，経済性にも優れているとの説明があった。
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R・12:Durability of geosynthetics (chemicals， damages， etc) 

(ジオシンセティックスの耐久性-化学的、損傷他)

東京理科大学平川大貴

R-12" Durability of geosynthetics (chemicals， damages， etc)"は9n 21 11 10:30"" 12:00に開催された。

座長は ColinJ.F.P.Jones教段(UK)、副作長は YouSeong Kim教授(悼|司)に代わり、 EunChul Shin教

授(韓国)が務めた。本セッションは計 10制の論文が投稿され、 7編の論文が発表された。'5eiえは
7編全てが1J jfi先友であった。以下に'5cl之された 7編の論文と許庁を示す。

1)と 2)はジオテキスタイルの損傷に対する民抗性・耐久性をエネルギ-1[IJに基づいたfl: 'J~ :1:;で

評価している。 3)はクリープなどの荷弔条件、化学的な経年劣化およびì/II~皮やその変動によるw

傷速度を比約もり、 100年供川したジオシンセティックスの強度の i'jJlIJ)j法を考察している。 4)

""7)はポリプ口ピレン製のジオシンセティックスの損傷について議l治している。 4)は熱と般化、

5)は熱、 6)は般化による材料劣化の予測点法・評価法について制作した。 7)は貯水池の遮水ライ

ナーの紫外線と階化による損傷について靴作したっ

l)National Eu1'opean specifications and the ene1'gy concept : Nikabakht，M. (ルクセンブルゲ)

and Diede1'ich，R. 

2)Laboratory test method to evaluate the installation damage of geotextile : Shevcuk，V.(ウク

ライナ)， Mozgovoy，V.， Gamelyak，I. and Shevchuk，E. 

3)How to predict hundred year lifetimes fo1' geosynthetics : Greenwood，J.H.(UK) and Friday，A. 

4)Influence of temperature， high oxygen pressure in aqueous media on accelerated aging 

polypropylene : Richaud，E.(フランス)， Farcas，F. and Benneton， J.P. 

5)The stepped isothermal method for lifetime prediction of PET gepgrids sheathed in PP : 

koo，H.(韓国)， Kim，D. and Kim，Y. 

6ω)A lifetime prediction method for polymer geot旬ex剖ti吐leoxidation: Fayo叶lle，B.(フランス)入， Co叫lin，X.，

Audouin，L. and Verdu，J. 

7)Investigation of stress cracking in a reinforced polypropylene floating cover : Pegges， Ian 

D(米国)

T-2: Railway， seismic stability 

(鉄道/耐震)

防衛大学校重久伸一

表記のセッションが，会議 3日日の午後に開催された. Chairpersonは. RIMOLDI氏(イタリ

ア). co-chairpersonは阿部氏(日本)で，表-1に示す 6編のz命文発表がなされた. Chairp巴rson

の周到なセッション運営計画にもとづき，スムーズな発表と実り多いディスカッションがなされ

た.以下，セッションの内容を振り返るとともに，今後のこの分野の動向について私見を述べた

い.
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セッションでははじめに，フランスの高速鉄道の基礎をジオシンセティックスで補強する技術

が発表された.高速鉄道の場合，わずかな不同沈下でさえ，大事故につながる.そのような重要

なケースに対する適用例に会場からは詳細な情報を求める多く質疑がなされた.次に，中越地震

の災害復旧において，グランドアンカーと補強土壁を併用することで速やかに鉄道盛土の復旧を

行った例が発表された.悪条件が重なった現場での成功例に，多くの聴講訴が興味をもった.次

に，新幹線基礎としてのジオシンセティックス補強上壁の地震時の残惜変形の計算方法が発表さ

れた.シンプルかつ実月]性の高い計算方法について議論がなされた.次に，台湾における橋台の

地震時変形量の計算方法が発表された.生起確率の非常に小さい大規模地震に対する計算結果に

ついて議論がなされた.最後に，地震時安定性のI向い港湾構造物を構築する技術として，ジオシ

ンセティックスを用いた補強と固化処理の併用技術が発表された.施[法から構造の詳細まで多

くの内容について質疑応答がなされた.

ジオシンセティックスを用いた技術が，永久構造物に適用され，その耐震性の高さが証明され

ると，より高度な適用方法が検討されるようになった.この種の技術は，ジオシンセティックス

の長期安定性や，構造体としての性能を定詰的にI咋価できる計算方法の確立など，基礎研究の}'.

に成り立っていることを忘れてはならない.できるだけフルスケールに近い条件で実験を試みた

ケースや，計算方法の開発段階から受けllIlとしての設計法の枠組みを考えたケースなど，基礎と

応用がうまくバランスされたセッションになった.今後，ジオシンセティックスの新しい適川分

野を開拓できるような新技術の開発がこの}j面でなされることを期待したい.

表一 1 セッション:IT-2 :鉄道/耐震」で発表された論文

1) Set up of a warning system integrated inside a reinforced geotextil巴 forthe survey of railway / 
Braincon， L.， Nacey， A.， Robinet， A. and Voet， M. 

2) Rapid restoration for a seriously damag巴drailway embankment during violent earthquakes / Kitamoto， 
Y.， Abe， H.， Shimomura， H.， Morishima， H. and Taniguchi， Y. 

3) Seismic design of geogrid reinforced soil embankment -Standard d巴signof new Shinkansen railwayー/

Yonezawa， T.， Aoki， H.， Horii， K.， Tokita， Y. and Tateyama， M. 
4) Reducing seismic displacement of gravity-type highway bridge abutm巴ntsusing soil reinforcement / 

Huang， C. c.， Chen， F. C. and Wu， H. J. 
5) Shake table tests for caisson-type quay walls retrofitted by geogrids / Ichi・1，K.， Suzuki， Y.， Hironaka， 

J.， Terakawa， H. Shigehisa， S. and Fukuda， M. 

R-13: Tensile Loading on geosynthetics and their creep behaviour 

(高分子補強材の引張り試験とクリープ特性)

(株)複合技術研究所篠田 昌弘

2006年9月2Hl， 13:30から15:00において、テクニカルセッション ITensileLoading on geosynth巴tics

and their creep behaviour Jが開催された。座長.[I'jIJJA医長はProf.K. RAJAGOPAL (インド)、セクレ

タリーはDr.M. SHINODA (日本)であった。本セッションでは9人の先夫があり、 7分の発表の後、

3分の質疑応符で問先な討議が行われた。本セッションでの論文題日と発表者は下記の通りである。

1. A study on the durability of a triple lin巳rsystem -Str巳ssand deformation analysis by finite 

element method by Asada， H. 
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2. Life time assessment of polyester based geosynth巴ticsby Naughton， P.J. 

3. Creep strains of high strength polyester geogrids measured by conventional and accelerated t巴st

methods by Hsieh， C. 

4. Viscous property and time-dependent degradation of geosynthetic reinforcement by Tatsuoka， F. 

5. A comparison of different techniques for determining the tensile and creep strength and creep 

reduction factor of a geogrid by Wrigley， N.E. 

6. Opinions about creep rupture in soil reinforc巴mentdesign by Segrestin， P. 

7. Swing up in creep curves at high loadings of PET bars -further proof of the molecular chain 

change model by Voskamp， W. 

8. Ch巴micalageing and creep analyses -influence of synergy and test specimen preparation by Vidal， 

D. 

9. Experim巴ntalstudy on rheology b巴haviourof geogrids and numerical analysis of reinforced earth 

structures by visco-elasto-plasticity FEM by Luan， M.T. 

1:記発表論文において、 主な質問はド記の通りであった。

a. クリープ低減係数のJfH論 (1/~fH拠は?

b. クリープ低減係数は、 a 定ひずみ試験からねられた引長り強度と比例関係にある。しかし

ながら、一定ひずみ試験でのひずみ速度は作)釘ll¥で見なっている。クリープ低減係数の統

ーの可能性は?

c. 施工時にジオシンセティックスが損傷を受けた状態で、ジオシンセティックスがクリープ

した場合の検討の必要性は‘f

d. 日本のクリーフ。低減係数の求め方は、耐用期ruJで求めておらず、クリープのひずみ速度か

ら求めている。聞論的恨拠はあるのか?

e. HDPE補強材に関する検討は進んでおり，この成果を仙のボリマー補強材に適用すること

はできないのか?

補強土は保々な可能性を合んだ構造体である。その長所や知所はある程度把挺されてはいるもの

の、未だ研究する余地は残されている。補強土構造物を様々な分野で普及させていくためにも、

補強材単体の物性の把握が必要であり重要である。

E幅 2:Erosion control -Coastal 

(浸食抑制-臨海地域)

東京大学中島 進

本セッションは会議最終日の開催にもかかわらず多数の参加者に恵まれ、活発な討議が行われ

た。発点斉は全 7人で、それぞれのタイトルは以ドの通りである。

1) The use of geosynthetic containers for disposal of dredged sedim巴nts-a cas巴 history，by C.Lawson， 

Hong Kong 

2) Woorim beach protection -chasing the tide sand filled tubes vs. sand filled containers， by Hornsey， W.， 

Australia 
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3) Design and construction of coastal erosion protection groynes using geocontainers， Langebaan， South 

Africa， by James， G.M.， South Africa 

4) Geotextile tubes for protection of mangrove coast at Tanju昭 PiaiJohor National Park， Malaysia， by 

Ghazali， P.M.， Malaysia 

5) Duration of the geosynthetic contain巴rin actual sites， by Kohashi， H.， Japan 

6) Response of a submerged geocontainer to an underwater explosion shock wave， by Tyagi， V.K， lndia 

7) Laboratory and field t巴stson a ballasted geocomposite filter for the stabilization of the seabed in the 

Venice lagoon inlets， by Cazzuffi， D.， Italy 

発表はヨーロッパ、アフリ力、アジアやオーストラリアなど多様な地域における Geotextile

Container， Geotube， Geo mattress等の適用事例が多くを占めていた。各発表の共通点として、『既

存仁法ではなくジオシンセティックスを使川することの優位性と現場条件に適合した工法の選定

過程」を強調する傾向があり、ジオシンセティックスを使用するに至った経緯や、実際の施工法

などに関する活発な討議が行われた。

また、設計法の合理化や|刷用性に関するジオシンセティックスの現場での動態観測や室内試験

についての発表もあり、こちらに関してはジオシンセティックスの劣化の原因や設計方法につい

ての質問が寄せられた。

日本国内では地盤の補強技術や遮水・排水工法としての使用・研究が活発なジオシンセティッ

クスではあるが、世界中の多様な地域で海岸線の保識や白然環境を保護することを目的として、

ジオシンセティックスが広く用いられているということを実感させられるセッションだ、った。

R14: Geocells， fiber mixed soils and light weight soil 

(ジオセル‘繊維補強土、軽量混合土)

東京理科大学塚本良道

本セッションは、座長:安原一哉教段(茨城大学)、副座長:Dr.J. Kupec (Connell Wagner， New 

Zealand)の司会で行われた。口頭発表の題目・発表者・内容は、以下のようである。

(1)セル構造体一充填材で構成される複合体の物理的・力学的性質 (Prof.S.A. Matveev， Yugorsky 

State U niversity) 

ハニカム構造体のセル形状の影響を数値解析に取り込み、補強効果の検証を行なっている。

(2)碕々の軽量混合土を充填したホース状繊維構造体の性質(倉田正博氏、芦森工業(株)) 

軟弱地盤の支持力改善などさまざまな用途が考えられる、ホース状繊維構造体に軽量混合土

を充填した複合体の性質を、曲げ変形試験などを実施し調べている。

(3) EPSビーズ軽量混合士を用いたジオグリッドによる補強効果(古本一司氏、(独)土木研究所)

擁壁背面などに利用される EPSビーズ軽量混合 uこジオグリッド補強材を併用した場合の補

強効果を、引技き試験などを実施し調べている。

(4)種々の短繊維補強材を混合した気泡混合軽量土の強度(大嶺聖助教授、九州大学)
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気泡出介を行ない軽量化した*，li'l生uこ、短繊維補強材のj昆fTを併川した場合の補強効果につ

いて、圧縮試験などを実施し調べている。

(5) EPSの圧縮・クリープ挙動 (Mr.S.S. YI巳0，Drexel U niversity) 

EPSの圧縮挙動とクリープ挙動に及ぼす温度効果を室内試験により調べている。約 42"'-'44度

を境界にして圧縮挙動が大きく変化することが報告された。

(6) ランダム配置で補強したライナーの変形挙動に関する遠心戟荷肢司1)試験 (Dr.B.V.S. 

Viswanadham， IIT at Bombay) 

光明利i'l"I:Lにランダムに補強材を配[i/，:したライナーの1111げ変形・クラック )['1:挙到jを、 j主心

.liX1::i純明試験によりふMべている。

全体的に、軽量出合仁に仙の補強材を併川する惚合技術の1)[.1)[とその補強効果の検，j正に関する

内容が目立ったっ軽量材は EPSなど圧縮性を有する物質であり、その締め固め特性やせん断時の

体積変化特性が力学的性質に及ぼす影響が考えられる一方、ジオテキスタイル補強材などは、引

張せん断時に周囲の地盤材料にダイレイタンシーにともなう拘束効果を期待するものであり、今

後さらにこのような併用技術の力学的メカニズムに着目した検証が望まれるところである。

座長の安b;{Jえ教段より、本テーマは、本lEI際会議において、はじめてセッションに11記り 1:げ

られるようになった経緯が桁介され、今後のさらなる技術的進凶と研究のliiiiIEが明まれるという

l!fl会の誌葉で終 fした。
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