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この度は， 2005年度ジオシンセティツクシンポジウムで発表した「ジオグリッド補強土のダイ

レタンシー特性を考慮、した拘束効果と設計への導入」

と題する論文に対して、国際ジオシンセティックス学

会日本支部から 2006年度 JC-IGS論文賞を賜り、身

に余る光栄に存じます。受賞にあたり学会の方々をは

じめとする関係各位に厚くお礼申し上げます。

本論文は、 1 )ジオグリッド補強土の補強効果の中

で引張り補強効果以外の効果、いわゆる拘束効果につ

いて検討した部分、 2)拘束効果を補強土のダイレタ

ンシー特性と関連づけて評価した部分、 3)拘束効果

が発揮できる補強材長さについて解析的に検討した部分、 4)補強効果全体にしめる拘束効果の

割合について補強材の敷設間隔と関連付けて検討した部分の4つに大きく分けられます。
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図ー 1 補強土のせん断強度発現の模式図

1 )では、まず、拘束効果の存在とその表現方法について言及しました。せん断面を固定した

特殊な試験装置で得られた結果から、補強士のせん断強さとすべり面上の垂直応力の関係を図の

ように表し、図中の指標pの導入による拘束効果の考え方を整理しました。当初、拘束効果をど

のように表現するかということについては、落合を中心にかなりの議論がなされました。図のよ

うな結果が得られた場合、内部摩擦角そのものを増やして拘束効果を表現するという選択肢もあ

ったかと思われますが、結果的には、そうせず、より設計法に導入しやすい形で表わすことを選

びました。この選択によって研究の幅と実問題に適用する上での自由度が広がったと思います。

次に、 2)では、ダイレタンシ一指標ψと関連づけた指標Pの表現式として、 β=イ1+ (tanψ/tanゅ)2-1 

を提案しました。この関係は、補強材が地盤のマスとしての動き(ダイレタンシ一挙動)を潜在

的に拘束し、その結果として、補強地盤内の見かけ上の垂直応力が増加することを反映したもの

となっています。具体的には、内的に消散されるエネルギー式を仮定することで、導かれていま

す。 3)では、粒子径と関係づけて拘束効果が発揮できる補強材の最低限の長さを、個別要素法

(DEM)による解析を通して検討しました。その結果、最大粒径の 2倍程度の補強材長があれば、

拘束効果が存在することを明らかにしました。この部分の取り組みは、供試体内に敷設した補強

材を裁断し、その分割数を種々変えた条件で行った二軸圧縮試験の結果を、福岡で開催されたシ

ンポジウムで発表した際に受けた質問がきっかけとなっています。研究を進展させる上で、成果

を世に問い、意見を頂くことの大切さを実感しています。最後に、 4)では、急勾配補強盛土を

例とした検討を行い、十分な締固めがなされた場合には、引張り補強以外の効果としての拘束効

果は全体の 5・20%であることを示しました。

本論文の主たるテーマである拘束効果については、研究室で 10数年来取り組んできているも

のであります。その意味で今までの研究室の取り組みに対していただいた賞であると理解し、卒

業生ともども喜びたいと思います。今後は「締固めと補強効果」をテーマに、新しい取り組みへ

と展開したいと考えています。皆様の変わらぬご指導ご鞭捷をお願いします。

-64 -



ジオシンセテ fックス伎術情報 2007.:1 

IGS日本支部賞

論文奨励賞を受賞して

東京理科大学大学院野尻峰広
相;畢宏幸

この度は、「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」

と題する論文に対して、国際ジオシンセティックス学会日本支部から 2006年度 JC・IGS論文奨励

賞を賜り、身に余る光栄に存じます。受賞に辺り、ご推薦を賜りました諸先生方、学会関係者の

皆様に厚くお礼申し上げます。

本論文は、大気温変化を受ける U型擁壁の熱膨張・熱収縮に伴う水平繰返し載荷を想定した室

内模型実験を行い、そのメカニズムの解明と対策工を検討することを目的としたものです。実現

場で起こった現象メカニズムの把握から本研究ははじまり、根本的な解決策として、ジオテキス

タイルを剛な擁壁に定着させ背面土に敷設することが提案されました。ジオテキスタイルの敷設

により、

①背面盛土の残留累積沈下量が抑制されること

②盛土内部の拘束圧が高い値を維持し、盛土自体の岡1)性が増加することから同一荷重に対する

擁壁の変形量が減少すること

が確認されました。このことから、土圧増加に伴う擁壁の残留変位とそれに伴う擁壁背後の盛土

の残留沈下の抑制に加えて、大気温の変動による擁壁の水平変位の抑制と、土圧係数増加に対抗

するための擁壁の構造的強化の目的、さらにこの土庄増加を背面士の拘束圧増加につなげ背面盛

土の安定化を図る、「擁壁背面に結合したジオテキスタイルで擁壁背後の盛土を補強する工法jが

新設構造物に対して、より経済的に施工できる有効な工法であると判断されました。

現在、この研究を軸とし、さらなる補強土工法の可能性を示した新形式の橋梁構造物である「ジ

オシンセティッケス補強土一体橋梁j の研究を行なっています。一体橋梁は U型擁壁が 180度反

転した形になるものであり、本研究の成果が十分に発揮されています。人間には抑制することが

困難な自然現象である温度変化が橋桁の熱膨張・熱収縮が構造系に対して、多大な被害を引き起

こすことが、日本だけでなく、アメリカやイギリスでも問題となっているのが現状です。この問

題に対して、ジオテキスタイルを用いた補強土工法は有効な工法であり、経済的な設計が可能に

なるものであると実験的に判断でき、今後もさらなる構造系に対しての補強メカニズムについて

着目し、研究を進めていきたいと考えております。特に、常時ならび地震時安定性に着目し、新

形式橋梁が供用性能/建設・維持費用の比がもっとも高い橋梁形式となるよう研究を進めていき

たいと考えております。

最後になりましたが、本研究を進めるにあたり、終始ご指導頂いた東京理科大学理工学部土木

工学科龍岡文夫教授、平川大貴博士には、研究方針の立案、遂行まで享受して頂きました。衷心

から深く感謝いたします。また、東京都土木技術センターの住吉卓氏には、貴重なご意見、多大

なご支援を賜りました。厚く御礼申し上げます。
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IGS日本支部賞

論文奨励賞を受賞して

九州大学大学院工学研究院中山裕文
福岡市 山 王 孝 向

この度は、「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J(中山裕文、島岡隆

行、山王孝尚、ジオシンセティックス論文集、第 20巻、 pp.151'157、2005年 12月)と題する

論文に対して、国際ジオシンセティックス学会日本支部から 2006年度論文奨励賞をいただくこ

とになりました。ご推挙いただきました方々ならびに学会関係者の方々に心より御礼申し上げま

す。また、本論文執筆にあたり、多大なご指導をいただきました皆様に、あらためて御礼申し上

げます。

本論文は、熱赤外線画像装置(サーモグラフィー)を用いて埋立地における遮水シートの面的

な温度分布の変化を捉え、それによって熱応力を推計する手法を提案したものです。最終処分場

の埋立地に敷設される遮水シートは、温度変化によって伸縮し、熱応力が発生します。温度低下

に伴うシートの収縮時には、シート端部の固定工部分が破損する事故がしばしば発生しています

し、熱応力による伸縮が大きい部位は、疲労によりシートの劣化が早まると考えられています。

従来、遮水シートに発生する熱応力は歪ゲージ等を用いて測定されていますが、遮水シートの温

度は場所によって均一でないため、歪ゲージでは広域かつ面的な状況を把握することが困難でし

た。本論文は、室内模擬実験を行い、熱赤外画像装置で測定した遮水シートの表面温度変化を条

件として用いて、有限要素法によって応力を算出し、計算結果と歪ゲージで実測した値を比較、

考察したものです。さらに、埋立地全体の遮水シートのモデルを作成し、熱応力の日変化を推計

しています。

さて、私は現在、埋立地に敷設されたジオメンブレンの耐久性の評価に関連する研究を行って

います。日本各地の最終処分場等から遮水シートをサンプリングして引っ張り試験を行い、経過

年数、材質、方角、暴露条件などを考慮、しつつ、劣化の状況を比較するといった内容です。今後、

この成果を取りまとめ、 IGSの研究発表会において報告したいと考えております。このような最

終処分場の遮水機能に関する技術的な研究を行う一方で、最終処分場の環境会計に関する研究も

行っております。環境会計とは、企業や自治体が環境保全のために行った事業のコストと効果を

把握するための手法の一つであり、これを最終処分事業にどのように適用するかを検討していま

す。この研究において特に注目しているのは、埋立終了後、廃止に至るまでの期間において、最

終処分場の資産価値をどのように捉えるかという問題です。最終処分場の環境会計では、最終処

分場の資産価値は埋立終了時に O(ゼ口)となるような計算方法が用いられることが多いのですが、

実際には埋立終了後も廃止までの聞は、埋立廃棄物中の環境負荷を隔離・貯留する機能を果たし

ています。会計上、埋め立て終了時に資産価値を Oとする理由は、廃棄物が安定化するまでの期

間を前もって予測することが困難であることや、最終処分場の遮水機能の耐久性が正確にはわか

らないため、埋立終了から廃止までの期間における減価償却の計算ができないためです。今後、

このような問題に対して、ジオメンブレンの耐久性等に関するハード面の研究と、環境会計等の

ソフト面の研究を進め、廃棄物処理の適正化に資するとともに、この研究分野の発展に貢献でき

るよう、努力していきたいと考えております。
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IGS日本支部賞

技術賞を受賞して

東日本旅客鉄道(株) 谷口 善則
東日本旅客鉄道(株) 森島啓 行

この度は栄えある IGS日本支部技術賞をいただき、身に余る光栄でございます。大変ありがと

うごささいました。またこの賞を受賞するにあたり、論文のテーマとなった現場の調査・設計、施

工および、その資料提供いただいた多くの方々に改めて感謝申し上げます。

技術賞をいただ、いた「新潟県中越地震による鉄道盛土の被害とその復旧についてJは、平成16年

10月26日に発生した新潟県中越地震において上越線の被災箇所のうち施工が困難を極めた2箇所の

盛土の崩壊現場での調査から復旧までについてまとめたものであります。

地震発生から現地調査の当時を振り返ると「どのように復旧したらよいか?J、また「復旧にど

のくらいの工期を要するのか '?J ということがまず頭の中をよぎりました。これまでも降雨災害等

による盛土崩壊については、復旧してきた経験もそれなりにありましたが、今回の現場は傾斜地盤

でかつ在来工法での復旧では盛土の土量があまりに多く、また施工ヤードなどの環境としてもあま

りよい条件ではありませんでした。それと地震により被災した時期が10月下旬であり、普通であれ

ば当該箇所は1ヶ月もすると降雪がある時期でしたので、そのことも踏まえ、早期に復旧する方法

について思い悩んだことを思い出します。

復旧案としては橋梁新設などを含め色々検討しましたが、工期・工費ともにミニマムな補強土壁

工法というのが最初に思い浮かびました。しかし1つだけ懸案事項がありました。それは支持地盤

が傾斜地盤であり、盛土および補強土壁の支持をどのような方法にすべきか思い悩んでいました。

そのときに鉄道総合技術研究所より傾斜地盤における補強土壁工法の知見をご指導していただき、

論文でお示しした方法により復旧することで意思決定し、工事に着手したことを覚えています。ま

た崩壊した土砂をセメント改良、グラウンドアンカーにより安定化することにより、盛土の支持地

盤とする提案も受けました。これらのご指導により大幅な工期短縮を図ることが可能となったこと、

現場では昼夜施工を行っていただいたこと、また天候にも恵まれ降雪前までに構造物が構築できた

こと等により、 12/27に営業運転を再開することができました。

この「技術賞を受賞して」を執筆するにあたり、当時を振り返り、改めて多くの方々のご協力、

ご指導のおかげで早期に復旧を成し得たことを思い出すとともに、感謝の気持ちがこみ上げてき

ました。今後も災害に対しても迅速に対応することはもちろんではありますが、被災しない構造

物を目指して日々業務に取り組んで参りたいと思います。このたびは大変ありがとうございまし

た。
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学生会員の声

「ジオテキスタイル」に出会ってから

室蘭工業大学大学院 島谷文卓

私が、「ジオテキスタイルJという言葉に初めて出会ったのは、卒業研究のときである。当初は、

「ジオテキスタイルj がどのようなものなのか知らなかったため、ジオテキスタイルとは何かと

いうところからのスタートだ、った。様々な論文を選んで見ていくうちに、ジオテキスタイルが社

会に普及していることや、ジオテキスタイルに関する今後の課題などが少しずつ分かつてきた。

私の卒業研究のテーマは、「種々の土質に対するジオテキスタイルフィルターの垂直方向通水性

能に関する検討Jだ、った。試験内容は、 3種類の細粒な土とジオテキスタイルを用い、下部モー

ルドに作製した試料土層と上部モールドに充填させた磯層の問にジオテキスタイルを挟め、定水

位透水試験を行うというものである。経過時間に対する透水量から算出される透水係数の変化や、

定水位透水試験後に計測して算出したジオテキスタイルの目詰まり量の検討を行った結果は、既

往の研究からも分かっている通り、どちらの結果もジオテキスタイルの見かけの開孔径に影響を

受けていることが分かった。

しかし、ジオテキスタイルの開孔径がどのように透水係数や目詰まり量に影響を及ぼしている

かという研究はあまりされておらず、評価することが難しいというのが現状であった。そこで私

は、試料の粒径は、ジオテキスタイルの透水係数及び目詰まり量に影響を及ぼすと考え、ジオテ

キスタイルの見かけの開孔径に基づいた目詰まり評価の検討を行った。これは、ジオテキスタイ

ルの開孔径と同じ大きさの粒子径と、開孔径を1.5倍した粒子径の範囲に入る粒径加積曲線の質

量百分率の割合[企P=P(1.5095) -P(095) ]が、ジオテキスタイルの流路を妨げると仮定し、評価した

ものである。この評価から、 dPの値が大きいジオテキスタイルと試料の組合せほど、透水係数の

減少傾向と目詰まり量の増加傾向が見られるということが分かった。つまり、私の行った研究の

範囲内では、企Pの値が小さい組合せほど、排水に適しているということが分かつたのである。こ

の透水試験で、は、 3種類の細粒な土とジオテキスタイルを用いただ、けだ、ったため、この評価が、

多くのジオテキスタイルと地盤材料に適用できるかどうかは不明である。しかし、この評価が適

用できれば、試料の粒径加積曲線さえわかれば、どの程度の開孔径のジオテキスタイルを敷設す

るのが適切かということが容易に決めることができるのである。

この評価で最も重要である開孔径を求める試験方法は、諸外国の規格との整合性などを考慮し、

乾式法と湿式法が基準化されているが、乾式法と湿式法で求めた開孔径の値は、それぞれ異なる

ことが既往の研究からも分かっている。私が行った評価で使用した開孔径の値は、乾式法で求め

られたものであった。しかし、私は、ジオテキスタイルを排水の目的で使用する場合の開孔径は、

実際に水を使用する湿式法で求めるべきだと考えるため、現在は湿式開孔径試験を行っている。

今後は、湿式で求めた開孔径が、透水係数や目詰まり量にどのように関係しているかを、さらに

深く研究していきたいと思っている。
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がIGS学生賞(TheIGS Student Award)を受賞されました。

8ICG-Yokohamaでは、これらのIGS各賞だけでなく、 IGSHonourary Membership(P .11)とTheIGS Plaque 

(P.12)の表彰も行われました。

lGSの歴史但14・16)

8ICG・Yokohamaの開会式では、 IGSの活動・歴史について1.P.Giroud元 IGS会長により紹介されま

した。 IGSの設立から現在までの活動について示されています。

支部紹介:チリ但16・17)

IGSチリ支部が紹介されています。

会告:Sardinia 2007(P.18) 

2007年10月1日'""'-"5日にイタリア共和国 Cagliariにて Sardinia2007(11th International Waste Management 

& Landfill Symposium)が開催されます。本会議は廃棄物管理と埋立に関する国際会議です。会議の詳

細は GeneralInformation(info@sardiniasymposium.it)までお問い合わせ下さい。

会告:IS Kvusvu07(P.18) 

IS Kyusyu07(5th International Symposium on Earth reinforcement)が 2007年 11月 14日'""'-"16日に福岡で

開催されます。詳しくは、本号会告もしくは iskyusyu@kumamoto-u.ac.jpまでお問い合わせ下さい。

会告:GeoAmericas2008(P.18・19)

2008年 3月 2日'""'-"5日にメキシコ合衆国 Cancunにおいて G巴oAmericas2008(Thefirst pan American 

Geosynthetics Conference and exhibition)が開催されます。会議内容は、主に事例、高分子材料、(性能)

設計、施工法、原位置調査などです。論文概要の締め切りは 2007年 l月31日です。詳しくは、会議

HP (www.geoamericas.info)をご参照下さい。

会告:Geosvnthetics Asia 2008 (P.19) 

Geosynthetics Asia 2008( 4th Asian regional Conference on Geosynth巴tics)が中華人民共和国・上海で 2008

年 6月 17日'""'-"20日に開催されます。会議内容は、ジオシンセティックスに関係する物性・挙動や試

験法や、水工構造物や舗装、盛土構造物の施工例や応用などです。論文概要の締め切りは、 2007年 5

月31日です。詳しくは会議 HP(www.4acg・2008sh.∞m)をご参照下さい。

会告:EuroGeo4 (P.20) 

2008年 9 月 7 日'""'-"10 日にスコットランド、 Edinburghで開催される EuroGe04(4th European 

Geosynthetics Conference)の会告が示されています。会議内容はジオシンセティックスを用いた土構造

物、数値解析やモデル化、設計などに関して幅広い内容となっています。論文概要の締め切り日は 2007

年 8月 30日です。詳しくは、会議 HP(www.euroge04.org)をご参照下さい。
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2006 Youna IGS Award受賞者紹介(P.20・23)

2006Young IGS Award受賞者として、 YoungIn oh博士、 NathalieTouze-Foltz博士およびFrancoisCartaud 

博士が紹介されています。

Geosvnthetics Internationalおよび Geotextileand Geomembranesについて(P.24)

両誌は、ともに IGSの公式論文集であり、随時掲載論文の募集を行っています。 Geosynthetics

Internationalについては、 VoI.20(2003)より電子化され、 IGS会員であれば無料で閲覧することができ

ますコ Geotextileand Geomembrancsも IGS会員であれば無料で閲覧することができます。詳細は、

Thomas Telfordの HP(www.thomastelford.com/g巴osynthet ics)をご参照下さいっまた、 IGS本部の HP

(http://www.geosyntheticssocicty.org!indexigs.htm)でもリンクされています。

法人紹介:Geosolutions社(P.25)

法人会員紹介として、ブラジル連邦共和国の Gじosolutions社が紹介されています。

ジオシンセティクス関連の会議リスト(P.26)

ジオシンセティクス関連の会議、シンポジウム等について、開催日、開催地、連絡先などの簡単な

情報が掲載されています。

|GS法人会員リスト(P.27)

発行時点で登録されている法人会員の社名、国名、登録年が掲載されています。

IGS NewsはIGSのホームページ(http://www.geosvntheticssocietv.org/indexigs.htm)からダウンロードでき

ます。
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歓談が盛り上がった。また中締めの挨拶は、清川伸夫 IGS日本支部前副幹事長が行った。

2日目は現場見学会、 81CG-Yokohama速報会を挟み 4つのセッションが行われた。現場見学

会では、今回の会場となった八戸工業大学正門前の国道 45号線と交差して建設中の八戸南環状

道路の補強盛土の現場見学会を行った。初めに会場で約 20分ほど国土交通省東北地方整備局青

森河川国道事務所の方から青森県内の道路事情や工事の概要について説明を受けた後、現場に移

動して見学会を行った。 81CG-Yokohama速報会では、龍岡文夫 8lCG-Yokohama実行委員長よ

りパワーポイントを使用して会議の概要に説明が行われ、成功裏に終了したとのことであった。

その後、平井貴雄実行委員よりク口ージングセレモニーで使用されたパワーポイン卜が披露され

た。

最後に宮田喜書 IGS日本支部副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、今回のシンポジウム参加者は 126名で盛況だったこと、また会場となった八戸工業大

学の地盤工学研究室スタッフへの謝辞が述べられた。以下は各セヅ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び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。ご協力いただきました皆様には感謝の意を表します。

<各セッション討議概要>

第 1セッション 座長:巻内勝彦(日本大) 副座長:板垣聡(前田工繊)

本セッションでは、袋状のジオシンセティックス 2編とジオセル 3編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用途が期待されるものであった。

-ジオテキスタイルチューブによる汚染土壌の封じ込めに関する研究:岡村昭彦(芦森工業)

ジオテキスタイルチューブの構造を織布と不織布の 2層構造にした場合、初期濁りに含まれる

ダイオキシン濃度を少なくできた。また、そのメカニズムについて研究し、最適なジオシンセテ

ィックスの組み合わせについて報告された。

・ジオテキスタイルを用いた舗装体の剛性特性:辻慎一朗(前田工繊)

ジオシンセティックス製の袋にエアーミルクを注入したジオテキスタイル舗装体の岡IJ性につい

て検討した結果が報告された。ジオテキスタイル舗装体は数倍の厚さの構築路床を上回る剛性を

有し、舗装構成材料として適用できることが報告された。

-ジオセルと可変側溝の併用工法に関する基礎的研究:堀江征信(東京インキ)

ジオセルと可変側溝の併用工法の遠心模型実験と接続部における引張試験による研究結果が報

告された。遠心模型実験ではジオセルと可変側溝の併用工法のメカニズムの研究を報告され、接

続部の引張試験では接続金具の仕様の妥当性について研究を報告された。

-ジオセル補強土壁の現地調査と試験盛土の変形計測:大森英治(八戸工大)

ジオセル補強土壁の現地調査結果 11件報告された。大雪の影響もあり一部破損も見受けられ

るが、のり面勾配が緩い状態で比較的良好であることが報告された。また、ジオセル充填材およ

び盛土材に八戸ロームを用いた試験盛土の変形計測に関しては、ほとんど変位が少ないことが報

告された。

-ジオセル補強土壁の基礎的力学特性に与える充境地盤材料の影響:矢，宰一樹(八戸工大)

砂質系の 5種類の充填材料でジオセル構造体の三軸圧縮試験および一面せん断試験を実施した
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力学特性についての研究が報告された。充填材とジオセル補強土の変形係数の明確な相関関係は

確認できていないが、充填材の内部摩擦角とせん断抵抗係数はほぼ直線関係であることが報告さ

れた。

第 2セッション 座長:熊谷浩二(八戸工大) 副座長:峯岸邦夫(日本大)

本セッションは、筒状の織物(ジャケット)を用いた工法に関する発表が 2編と真空圧密に関

する発表が 4編あった。各発表の概要と質疑の内容は以下の通りである。

・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 2):倉田正博(芦森工業)

筒状の織物(ジャケット)に発泡廃ガラスと地盤材料を混合した軽量士を充填した供試体の力

学特性把握のため曲げ試験と圧縮試験を行い、考察した結果について報告があった。この発表に

対して、充填材の充填率の管理方法、発泡廃ガラスの破砕率、長手方向の拘束状態などにつて質

問があった。

-水田上の仮設道路を目的としたパレスシート工法の実証試験:後藤順一(芦森工業)

軟弱地盤上で格子状に組んだジャケットにシートを固定して、ジャケット内に流動性の高いモ

ルタルを充填し、シートに剛性を持たせる工法に対して仮設道路を想定した載荷実験を行い、そ

の結果について報告があった。この発表に対して、格子状ジャケットの接合方法や 1箇所からの

充填で隅々までモルタルを充填することが可能なのか等について質問があった。

.preloadina clavev deoosit bv vacuum oressure with Cao-drain : J.C. Chai (佐賀大)

各鉛直ドレーン材の上部にキャップを設置して真空圧を作用させ圧密するキャップドレーン工

法と従来の真空圧密工法について比較した結果について報告があった。この発表に対して、現場

での施工方法や試験条件の詳細などについて質問があった。

-鉄道近接工事における真空圧密施工に伴う周辺への影響に関する解析手法の評価:西原 聡(中

央開発)

既存の鉄道盛土の近接で流域下水浄化センター建設に伴う施設下部の地盤強化および掘削工事

を行う際に鉄道施設への影響なく施工するため、真空圧密とプレロードの 2工法の比較検討した

結果について報告があり、真空圧密工法を採用した方が比較的影響が少ないとのことであった0

.軟弱地盤上に施工する大規模盛土施工における圧密促進工法の検討~試験盛土による効果の検

証'"仮屋崎圭司(鉄道運輸)

鉄道施設建設に伴う軟弱地盤上の大規模盛土構造物の施工において、プレロード工法と真空圧

密2工法の 2工法で周辺地盤への影響を評価した結果について報告があった。この発表に対して

鋼矢板で縁切りした付近からクラックが発生する理由などについて質問があった。

-有限要素法を用いた軟弱地盤上の大規模盛土における真空圧密工法の評価:米;畢豊司(鉄道運

輸)

軟弱地盤上の鉄道施設用の大規模盛土建設を想定した試験盛土を真空圧密工法によって施工し

て、当該地盤における工法の効果や影響度を評価して、その結果を基にフィードパック解析を実

施し、真空圧密工法における解析モデルの検討および周辺鉄道構造物に与える影響について報告

があった。この発表に対して、数値解析時に考慮すべきファクターなどについての質問があった。

第 3セッション 座長:北本幸義(鹿島) 副座長:小島謙一(鉄道総研)

・光ファイバーセンサー機能付ジオグリッドによる補強土壁の安定性評価:吉田浩一(前田工繊)
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光ファイパーを挿入し、センサーとして適用したジオグリッドを用いた補強土壁の計測結果で

ある。光ファイパーの計測結果や同時に設置したひずみゲージの計測結果などが示された。光フ

ァイバーセンサーの計測限界と、ここで示された評価指標の限界やコストについての議論が交わ

された。また、従来から用いられているひずみゲージとの計測値との違いについての質疑もあり、

今回のひずみゲージの値が適切でなかった可能性があることが述べられた。

-補強材の引抜きに伴う鉛直応力増分の空洞膨張論による解釈:河村 隆(信州大)

補強材の引抜きによって生じる鉛直応力について、アルミ積層棒による模型実験結果を用いて

空洞膨張論の弾性解を適用した検討である。材料物性等によらず力のつりあいのみであることか

ら、力のつりあう要因についての質問がなされた。

-補強材の引抜きに伴うせん断強度の増加特性:梅崎健夫(信州大)

補強材の引抜きによる生じるせん断強度の増加に関する検討である。補強材としてはリブがあ

るものとないものを適用し、評価している。アルミ棒による模型実験により二軸圧縮・引抜き試

験をおこなった検討であり、補強材の敷設のみによる効果や引抜きによる効果を示された。

-補強材破断強度の統計的性質を考慮した補強土構造物の信頼性解析:篠田昌弘(複合技研)

補強材の引張り試験を基に統計解析を行い、これを用いて補強士構造物における信頼性解析を

実施し補強材破断強度の統計分布や変動係数について検討したものである。検討の中では一般化

正規分布を適用しているが、適用した理由について質疑があり、物理的な背景はなく従来から正

規分布を適用していることからこれを拡張したとの説明があった。

-ジオグリッドを用いた圧力管スラスト防護工法の実規模実験:津田豊(神戸大)

圧力管のスラスト力の防護工法に関する検討である。ジオグリッドを適用した工法であり、実

規模モデルの実験を行った結果である。パイプのひずみを用いてスラスト力が評価しないのかと

の質疑があり、ここでは複雑化せず剛体としているとのコメントがあった。

-ジオグリッドを用いた圧力管スラスト工法の増加抵抗力算定手法:大串賢(神戸大)

前報告と同様に圧力管のスラスト力の対策工法に関するものである。対策工の設置深さや対策

工の長さについて実験を行い、破壊メカニズムを考慮して増加抵抗力を算定する手法を提案して

いるものである。提案式を用いて実験条件との比較を行い、概ね妥当であることが示されている。

第4セッション 座長:小竹望(東洋建設) 副座長:金子賢治(八戸工大)

・急勾配盛土の長期的安定性と設計方法:横田善弘(前田工繊)

急勾配盛土の有限要素解析の信頼性を動態観測の結果を比較して確認するとともに、当盛土の

長期安定性について検証している。また、有限要素解析結果と円弧すべりを用いた極限平衡法の

結果の比較により盛土材の土質定数の設定について検証するとともに、今後の補強盛土の設計に

ついての提案が行われた。

-急勾配高盛土への補強土工法の適用事例:早崎勉(鹿島)

静岡空港の滑走路の端部に位置する沢部を盛立てる補強土工法による高盛土について、施工の

概要を述べるとともに、施工中に観測した盛土の挙動について紹介された。特に、沢部付近には

貴重種が生息しており、これら貴重種の保護の立場から、施工に際しては各種の計測機器による

動態観測を併用することなどの工夫をしている。
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. Flexibilitv and Stabilitv Enhancement of Structures durina Earthauakes usina a Novel 

Geosvnthetic Material : Hemanta Hazarika (Port and Airoort Research Institute) 

地震時の構造物の破壊・破損等を減らすための工法として、環境やコストに配慮したタイヤチ

ップを用いた工法について報告された。裏込めにタイヤチップを混入した土質材料を用いたケー

ソンの動場での水中振動台模型実験により、タイヤチップを混入することで地震後の残留変位が

削減できる事などが報告された。

・圧縮調整材として廃棄発泡スチロールを活用した地中埋設物の鉛直土圧軽減効果:安福規之(九

州大)

身近にある廃棄物の一つである減容化された廃棄発泡スチロールに着目し、地中埋設物に作用

する土圧の軽減方法として、埋設物直上に圧縮性の良い材料を敷設することによって、圧縮性を

主導的に調整し、埋設物直上の応力分散を図る方法が提案された。廃棄発泡スチロール減容リサ

イクル材を一般の地盤材料と混合し、それを袋に詰めた後、地中構造物の直上に設置し、地中埋

設物に作用する土圧の軽減材料としての効果を実験と簡単な解析により、リサイクル材をうまく

活用し、地中埋設物直上の埋戻し土の圧縮性を適切に調整することによって、鉛直土圧の軽減効

果を的確にコントロールできる可能性と、圧縮性を取り入れた一般性のある鉛直土圧の評価法つ

いて報告された。

-短繊維材添加による気泡混合軽量土の強度改善効果と環境負荷の評価:大嶺聖(九州大)

混合する気泡量や固化材の添加量を調整することによって、密度と強度を調整することができ

る気泡混合軽量土について、各種短繊維材 (PET短繊維補強材、ナイロン糸、古紙)を添加した

気泡混合軽量土の強度特性の改善効果について説明された。短繊維の混合によって気泡混合軽量

土は、三軸圧縮条件における粘り強さが向上し、さらに曲げ強度も増加することが示された。ま

た、短繊維材としてリサイクル材を想定した古紙なども有効であること、気泡軽量混合土の原材

料として建設発生土を有効利用することで、環境コストを縮減できることが示された。

-水平および傾斜積層した土嚢のせん断特性:松島健一(農工研)

本研究では水平方向の滑動抵抗性を高めるため、城壁や石垣のように背面側に傾斜させて土嚢

を積層する方法を考案し、積層法がせん断特性に与える影響について説明された。種々の条件に

より土嚢積層体の水平せん断試験を実施、土嚢を傾斜して積層することにより、大幅に水平せん

断強度が増加すること、拘束圧が低い場合は土嚢材間のすべりが卓越し拘束圧が高くかっ傾斜し

て積層した場合は土嚢自体のせん断変形が卓越すること等が説明された。

-タイヤのフープ力を利用した積層改良体と地盤造成法:堀内澄夫(清水建設)

古タイヤのリサイクル・環境保全を目的として、それを原型に近い形で活用して、タイヤの中

空部に粒状体を充填した積層状の改良体を作製し、耐圧実験などを実施してその力学特性を検証

した。使用したタイヤは乗用車タイヤとトラックタイヤである。実験の結果、積層体は十分な強

度と優れた変形性能を有すること、積層改良体自体が単独として構造体としても利用できること

を示した。

本セッションの主なディスカッション内容は、リサイクル材を地盤構造物に再利用する場合の

考え方についてであった。例えば、リサイクルという意味では環境に配慮しているものの、それ

を土中に使用しても地盤環境への負荷と言う観点でみると余り良くないのでは?などについてそ

の考え方等について意見交換が行われた。
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第5セッション座長:古関潤ー(東京大) 副座長:河村隆(信州大)

本セッションのテーマは振動実験・耐震であり、振動台実験に関する研究が 4件、耐震性能に

関する研究が 3件の計 7件の研究が発表された。

・補強・無補強盛土からなる各種橋梁形式の構造・工程及び性能の比較:相津宏幸(東京理科大)

.模型振動台実験による各種橋梁形式の崩壊メカニズムの検討:野尻峰広(東京理科大)

-新形式補強土橋梁の耐震性能に対する壁画工と補強材の定着強度の影響:平川大貴(東京理科大)

これら 3編は、新しく提案されているジオシンセティックス補強盛土と一体橋梁を組み合わせ

た新形式橋梁に関する発表である。まず、最初の発表では、従来工法と構造・工程の比較によっ

て新形式では従来形式での問題点が解消されること、模型振動台実験によって新形式が最も耐震

性に優れていること、が示された。次の発表では、 4種類の橋梁の模型振動台実験の結果から動

的崩壊メカニズムと安定性について検討し、新形式では従来形式の長所を活かし欠点を解消でき

ることが示された。最後の発表では、新形式橋梁の耐震性は盛土下部の補強材の定着強度に大き

く依存することから、高耐震化には補強材の引張り強度だけでなく壁面工との定着強度も十分に

確保する必要があることが指摘された。質疑は、実際の施工方法、破壊形態、被災時の復旧・補

修方法などについて行われた。

-ジオテキスタイル補強土壁の地震時挙動 ~急勾配補強土壁の遠心振動載荷実験.........竜田尚希

(前田工繊)

補強土壁の地震時における変形挙動や土圧、加速度などの土中での変動を把握するために、補

強材の配置が異なる 4種類の模型補強土壁の遠心震動実験が実施された。その結果、安定補助材

の全体的な安定性に与える効果は大きく、この効果を設計に取り入れることでより合理的な設計

が可能となることが指摘された。

・2004年新潟県中越地震で被災した鉄道盛土の概要と降雨浸透解析:松丸貴樹(鉄道総研)

・2004年新潟県中越地震で被災した鉄道盛土の動的応答解析:石塚真記子(複合技研)

. 2004年新潟県中越地震で被災した鉄道盛土の滑動変位量にもとづく復旧性能の評価:堀井克己

(複合技研)

これら 3編は、 2004年新潟県中越地震で被災した鉄道盛土を対象として、解析により被災盛

土の崩壊要因と復旧後の補強盛土の耐震性について検討したものである。まず、最初の発表では、

被災盛土の概要と補強盛土を用いた復旧方法、被災盛土の浸透流解析結果について報告された。

次の発表では、被災盛土と復旧盛土の二次元動的応答解析により、各要素の応答加速度と変形量

が求められた。最後の発表では、以上 2編の結果に基づいて、地震時の安定・変形解析を実施し、

Newmark i去による残留変位量は被災盛土の崩壊規模と整合し、復旧に用いた補強士擁壁の耐震

性能を適切に評価できる指標であることが示された。

第 6セッション 座長:桑野二郎(埼玉大) 副座長:間 昭徳(三菱化学産資)

・マイク口メ力ニクスに基づくジオグリッドが配置された固化土の解析モデル:重久伸一(防衛大)

脆性的な力学的特性を有する固化土に対し、ジオグリッドを配置することで延性的な性質を付

与する技術について検討し、その影響を考慮できる数値解析法をマイクロメカニクスの考えに基

づき開発している。提案した方法の導入によって、ジオグリッドを配置した固化士の引張抵抗特

性を広範囲の変位レベルで精度よくシミュレートできることが説明された。
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-排水条件とひずみ速度がジオグリッドによる固化土の補強効果に及ぼす影響:奥田聖章(防衛

大)

固化土の脆性的な力学特性をジオグリッドで補強する技術についての検討の説明がされた。排

水条件とひずみ速度が補強効果に及ぼす影響が示された。一連の実験では、ジオグリッドを配置

した固化土に対して、擬似過および正規圧密の条件で直接引張試験を行っている。

以上 2編に対して引張試験の詳細、考え方について、 FEMメッシュ効果の相違について p-q

応力経路などの質疑応答がなされた

-粘着力を有する盛土材を用いたジオグリッド補強土壁における補強材力の推定モデル:宮田喜

書(防衛大)

適切な補強材力の評価は、合理的なジオグリッド補強土壁の内的安定解析に役立つ。 2003年

にAllenらによって提案されている K-stiffnessmethodと呼ばれる補強材力の評価手法が、粘着

力を有する土を用いる場合へ拡張され、拡張法を用いた設計法について説明された。拡張

K-stiffness methodを用いれば、補強材の使用量を節減できることを示された。提案された設計

方法について耐震性の検討の拡張についてや粘着力の考え方(粘着力はサクションか?)などの

質疑応答がなされた。

-セメン卜改良機土の曲げ特性に及ぼすジオグリッド補強材の効果:渡辺健治(鉄道総研)

実際の構造体として建設されたセメン卜改良機土はセメント混合ムラにより強度のばらつきが

見られ、通常の場合、盛土内にはジオグリッドを敷設するため、盛土内に多少の品質ムラが存在

しても全体の構造体としての影響は少ないと推測され、さらにジオグリッドは引張補強材として

の効果が期待される。これらから室内作成および現場施工されたセメント改良機土の曲げ試験の

結果が報告された。クラック発生の際のジオシンセティックスへの影響(特にコーティング材な

どの影響)などの質疑応答がなされた。

-杭体とジオグリッドの併用における荷重分担効果:弘中淳市(三井化学産資)

改良柱体上にジオグリッドを敷設することにより、改良柱体間の未改良地盤に盛土荷重を直接

作用させることなく改良柱体に伝達させる荷重分担効果が発揮されるため、低改良率施工を可能

とする工法の検討である。ジオグリッドを敷設した際の地盤内挙動を非破壊かつ 3次元的に調査

し、ジオグリッドによる荷重分担効果について報告された。試験速度、試験方法などの質疑応答

がなされた。

-摩擦係数の一般的な表現方法とジオテキスタイルの摩擦:福田光治(地域地盤環境研)

盛土補強材の引き抜き摩擦係数に関する一般的な表現方法を検討し、その中でジオテキスタイ

ルの摩僚特性を位置づけることを試みたものであり、一般的な引き抜き摩擦係数に関係する因子

として土槽実験によってダイレンタンシーと内部摩擦角の効果を区分し、また拘束圧による補正

方法を提案している。全面、一部敷設設定による試験結果の相違、応力増分、等方、異方性など

について質疑応答がなされた。

-矢板補強を有するジオグリッド補強土擁壁の変位量計算手法の拡張:中島 進(東大)

矢板補強を有するジオグリッド補強土擁壁の模型振動台実験の結果をもとにして構築した既往

の変位量計算手法を Changの式と組み合わせる事によって、矢板の剛性や根入れ長が変化した

場合にも適用が出来るように拡張した変位量計算手法を用いて、矢板の根入れ長や曲げ剛性が矢

板の補強効果に及ぼす影響について試計算を行った説明がされた。実験に使用されたモデルの静
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的な安全率や矢板打設の際の土圧などの質疑応答がなされた。

第 7セッション 座長:毛利栄征(農工研) 副座長:宮田喜書(防衛大)

本セッションでは、ジオメンブレンの力学特性に関する 6編の研究が発表された。発表の内容

とそこでなされた議論の要約は以下に示すとおりである。各種処分場で用いられるジオメンブレ

ンには、所定の力が作用した状態で温度や pHなどの環境条件が変化する。複合的な要因による

材料劣化のメカニズムの解明ならびに、その劣化の程度を簡易に推定する方法の確立に関する研

究の成果が今後も期待される。

-遮水シートの摩擦特性に関する数値解析:吉田 誠(五洋建設)

管理型処分場における遮水シートの土中変形挙動の推定法として、遮水シートと保護材問、保

護材と土質材料聞にジョイント要素を用いる有限要素法が発表された。実験と実際のひずみレベ

ルの違いについて議論がなされた。

・ひずみエネルギー密度関数を用いた遮水シー卜の二軸引張変形挙動評価:狩野真吾(東北大)

遮水シートの二軸引張変形挙動を一軸拘束二軸引張り試験から求めたひずみエネルギー密度関

数を用いて推定する解析法が発表された。非拘束の一軸引張り試験から同様な方法で二軸挙動を

推定できるかについて議論がなされた。

-最終処分場遮水シートに生じる引き込み張力のフィールド実験に対する FEM解析:李明飛(宇

都宮大)

最終処分場で用いられる遮水シートの土中変形挙動を推定するための有限要素法で高さ 5mの

実物大模型モデルを解析した事例が発表された。パラメータの道程方法について議論がなされた0

.各種ジオメンブレンの促進劣化評価に関する研究:原田高志(ブリヂストン)

5種類の遮水シートに対して実施した耐候促進暴露実験と耐薬品性試験の結果が発表された。

劣化が複合的な要因で生じる場合の材料の耐久性の評価法について議論がなされた。

-廃棄物最終処分場キャッピング用複合シートの機能評価と施工耐久性評価:西村正樹(大阪府

産業技研)

廃棄物最終処分場で用いられるキャッピング用複合シートを 5種類試作し、遮水性、ガス透過

性、施工耐久性を調べた結果が発表された。ガス透過性に関する室内試験について議論がなされ

た。

-ジオメンブレンを活用した補修工法の用水路伸縮挙動への追従性評価:石神暁郎(農工研)

ジオメンブレンを活用した補修工法の農業用水路の補修工法として、温度変化による水路躯体

の伸縮に対し高い追従性を有する工法が発表された。実際の施工手順や必要な施工機器について

議論がなされた。

第 8セッション 座長:福田光治(地域地盤環境研) 副座長:安福規之(九州大)

本セッションは、ジオシンセティックスクレーライナ一、フィルター材、遮水材等の材料特性、

透水特性、力学特性の改善に関する 7編の論文で構成されており、その研究発表と質疑が行われ

た。
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-海面処分場の遮水シートに生じる大ひずみ計測を目的とした光ファイバー余長センサの開発:

佐藤毅(東洋建設)

遮水シート敷設不陸面で発生すると予想される遮水シートの大ひずみに対する光ファイバー余

長センサーの作動状況を模型実験で確認するとともに、センサーの計測精度の評価を試みた。大

ひずみを計測するためにセンサーの余長を 3段階に調整したものが紹介され、それに対するコス

トと計測精度に関する討議がなされた。

・廃棄物処分場に設置された一体型複合遮水シートの破損に対する耐久性評価に関する研究:石

田正利(太陽工業)

遮水構造を有する複合シートに異物(貫入棒)が貫通する状況を想定した貫入実験と耐水圧実

験の結果が示された。貫入棒が貫入した状態でも十分な漏水抵抗を有するとの報告に対して、貫

入棒が突き抜けた場合の漏水抵抗について質疑があり、今後検討を進めるとの返答であった。

・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諸要因:石森洋行(立命館大)

ジオシンセティッククレイライナー (GCL) の遮水性能が透水試験により検討された。 GCL

の透水係数に及ぼす電解質溶液、プレハイドレーション、上載圧の影響が要素レベルの試験によ

り調べられた。要素レベルの成果をどのようなプロセスで実問題に展開するのかこれからの取り

組みが期待された。

-線状高分子混合の材料特性における材質の影響について:平田昌史(東洋建設)

没諜粘性土に固化材と種々の線状高分子を混合した土質系遮水材料の変形・強度特性が示され、

結果として、材質が異なっても繊維混合による靭性向上効果に大きな差の無いことが報告された。

排水条件によって、実験結果が異なるようなことはないかとの質問があり、今後検討したいとの

返答であった。

-ハイブリッドサンドイツチ補強土の靭性に及ぼす要因:山崎真司(茨城大)

高含水比粘性土の盛土地盤において、ハイブリッドサンドイツチ補強土工法 (HBS工法)の靭

性改善効果が一面せん断試験結果を用いて検討され、不織布を単独に敷設した場合に比べ大きな

改善効果の得られることが報告された。靭性を評価する指標に降伏点を基準にしたものを導入し

ており、その解釈について質疑があった。

-種々の土質を用いた透水試験によるジオテキスタイルフィルターの目詰まり特性:佐藤織絵(室

工大)

ジオテキスタイルフィルターの垂直方向通水性能に及ぼす土質種類の影響を工夫した定水位透

水試験の結果に基づいて検討した。目詰まり量はジオテキスタイルの繊維構造の影響を受けるこ

とが報告された。実験で与える動水勾配の大きさが目詰まり特性に与える影響について質疑があ

り、今後、検討したいとの返答があった。

. Imoortance of unifvina constitutina materials of a aeocomoosite for efficient rein forcina : 

Konakitkul. W (東京理科大)

不織布に縦繊維を縫い込んだ強度の異なる複合ジオテキスタイルと敷布を不織布でサンドイツ

チした複合ジオテキスタイルを用いて砂の供試体を補強して、大型平面ひずみ圧縮試験が実施さ

れた。その結果から、高い圧縮強度を得るためには、縦繊維と不織布の一体化の重要であること

が指摘された。実際のスケールでも、今回得られた圧縮強度の差が生じると考えるのかどうかに

ついての質疑があった。
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ジオシンセティックス技術情報 200i.3

会告

国際ジオシンセティックス学会日本支部

2007年通常総会議事録

日時:平成19年2月6日 16 : 00...... 17 : 00 

場所:東海大学交友会館内朝日・東海の間

1. 出席者数の確認

【個人会員] 279名中

出席者:25名+委任状 128名=153名

[特別会員] 25社中

出席者 :9社

委任状 :7社

【合 計] 304名中

出席者 169名

過半数で定足数を満足し総会は成立した。

三木支部長の挨拶に引き続き配付資料を用いて説明が行なわれた。

なお配付資料の一部については口頭による修正が行なわれた。

2. 2006年事業報告と2007年事業計画(資料ー1) 

1 )支部活動報告

会員数の報告と支部活動全体の報告が桑野副支部長よりあった。

① 理事会への出席

② 会員名簿の提出などの IGS本部への対応

③ 横浜会議の開催

④ 事務局の移転(東京大学内から埼玉大学内へ)

2)各委員会報告と活動計画(※報告要旨のみ記述/詳細は議事資料参照)

①編集委員会(木幡委員長)

2007年3月号は ICG横浜の特集号とし、実行委員への配布も考えて増刷を行う

②行事委員会(峯岸委員長)

シンポジウムは八戸工大で開催。熊谷先生にご協力いただ、き無料で場所を確保できた。

2007年度は 12月6， 7日:東京で開催の予定とする。

③電子情報化委員会(宮田委員長)

委員の河村先生らにご協力いただだき、 HPの更新作業をおこなってきた0

2007年度は電子情報化のスピード UPをはかる目的で予算枠を大きくした。

④学生教育委員会(今野委員長)
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現場見学会を企画したが土・日曜日や学校授業の日程との兼ね合いで実施で、きなかった。

2007年はトレーニングコースの他、各種の研究機関も対象に入れ現場見学会を企画する。

⑤新技術委員会(中村委員長)

処分場/軽量土の 2部会で運営した。話題提供と意見交換が中心となった。

2007年は 3部会(企画，新技術、実例)を開設し運営のするほか、公共事業が減少し交流の

場が少なくなったので会員の情報交換を含めた交流の場を提供するような運営を考える。

⑥ジオメンブレン技術委員会(島岡委員長/代理:平井事務局)

実績のデータ収集とサンプリング調査を行い、を作成中。

2007年も耐久性評価マニュアルの作成を継続する。

⑦ジオテキスタイル技術委員会(古関委員長/代理:篠田事務局)

第 3ステージとして限界状態設計の各種特性値の整理や海外基準の動向と調査を行なった。

2007年は第 4ステージとして LCCの算定法など考慮した委員会を発足させる予定。

⑧ジオシンセティックス試験法委員会(木幡委員長)

試験法に係わる問題点の抽出などを行なった。

2007年はジオシンセティックス関連の基準で基準(案)となりながらも施行されていない 4つ

の基準について地盤工学会と連携しながら施行・出版に結び付ける。

⑨コーポレートメンバ一委員会(桝尾委員長)

横浜会議の支援を中心にして活動した。 IGS本部の特別会員名簿のメンテナンスを行なった。

前田建設工業様が特別会員をはなれ個人会員として協力をいただく。

2007年は特別会員にとって魅力ある学会活動とするための方策として棚上げになっているロ

ゴマークの使用等について進めていく。

⑩表彰委員会(落合委員長/代理:桑野副支部長)

表彰規定を改定し選考過程の透明性・公平性をより向上させるようにした。

2006年度 IGS日本支部各賞の選考結果報告。

IGS学生賞選考結果報告(2007年度の募集は予定されていなし山

2007年度 IGS日本支部賞は応募締め切りを従来の 9月末から 5月末に変更する。

【新設の委員会について:三木支部長】

「技術普及委員会」と技術委員会内に「災害復旧技術委員会」を新設する。

1 )技術普及委員会は地盤工学会と協調して技術者向けのセミナーを開催し技術普及につとめる

2)災害普及委員会は"強化復旧“をポイントにした災害復旧対策工についての技術の提案や

情報交換の場とする

*2006年事業報告/2007年事業計画について，すべて了承された

3. 財務委員会報告:舘山委員長(資料-2) 

1 )一般会計

「収入の部J(資料 2-1) 
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-横浜会議のために特別会計に積み立てた資金 1，800万円が横浜会議の決算をもって一般

会計に全額返納となる。

「支出の部J (資料 2-2) 

-事務局を東大から崎玉大学に移転した。場所の確保や事務機器等使用への便宜に対して

初年度に限り埼玉大学に寄付金を 50万円支払った。

. IGS本部への会費支出を除き、委員会経費、出版経費、事務局経費など節約され、計画

に対して 291万円の節約となった。

2 )特別会計の予算と決算(資料 2-3/資料 2-G) 

-特別会計は 8'hICG横浜開催にむけて一般会計とは別にしたもの

. 8'hICG横浜は企業/財団の協賛を得ながら参加者もあつまり終了した。特別会計の支出も

各種部会、事務局で華美な会議にならないよう企画/運営し節約につとめた結果、収支的に

赤字にならなかった。

-本総会後の懇親会は 8'hICG横浜の実行委員会の慰労会も兼ねており、特別会計の会計決算

は本総会終了後とする。一般会計からの繰入れ金の戻しは 3月末に行なう。

-特別会計については公認会計士に会計監査を委託する予定。

3) 2007年度会計予算(案) (資料 2-3/資料 2-4) 

女特別会計からの戻し金による繰越し金を考慮すると予算上の問題は顕在しないが単年度べ

ースでみると収入 1，200万円に対して支出 1，350万円であり構造的な赤字は 150万円/

年となっている。繰越し金は IGS日本支部の発展に寄与できる使い方を考えて当てるこ

とが必要である。

女以上の財務報告について，すべて了承された。

4. 会計監査報告:伊藤幹事長(資料一 3) 

女監査報告は認められた

5. 役員の選出と委員会(資料-4/資料ー 5)

-幹事長:伊藤幹事長から平井副幹事長へ交代

-副幹事長/技術普及委員会副委員長:横田氏 (新任:前田工繊)

-学生教育委員長:今野幹事(退任)から鎌尾氏(新任:日本大学)へ交代

-新技術委員会副委員長:阿部幹事(退任)から北本氏(新任:鹿島建設)へ交代

・財務委員会委員長:舘山幹事(退任)から伊藤幹事長へ交代

-新技術委員会副委員長:柴田氏(新任:芦森工業)

-災害復旧委員会副委員長:宮武氏(新任:土木研究所)

-幹事:新谷幹事(退任)から間氏(新任:三菱化学産資)へ交代

-コーポレート委員会副委員長:清川幹事(前田建設工業飯島副委員長退任の為)

・電子情報化委員会委員長:宮田副幹事長から小島氏(新任:鉄道総研)へ交代
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女役員と委員会の構成は認められた

5. 8th I CG横浜報告:清川事務局長

清川事務局長より横浜会議が、参加者・論文とも満足できる数字となり盛会に終了したことの報

告と各部会のほか、多方面からの協力に対しての御礼の挨拶があった。

6. IGS日本支部支部規定の改正:伊藤幹事長

1 )事務局の場所についての記述を削除すること

1. 名称

2)付則.1の削除/改定

本規定は平成持19年通常総会以降・

3) 規約改正の日付の追記

2007年 2月 6日改正

女支部規定の改定は認められた

7. 閉会の挨拶:三木支部長

新しい委員会を設立させた。今後も IGS日本支部の技術提案力をみがいて行ける学会活動とする。

という内容の挨拶があった。

以上:議事録作成桝尾
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<2006年度事業報告及び 2007年度事業計画>

， .現況会員数 (2006年 12月 31日現在)

正会員 279名、特別会員 25社、学生会員 26名

(2005年末の会員数: 正会員 270名、特別会員 24社、学生会員 29名)

2. 日本支部の主な活動

1. IGS理事会への出席(敬称略)

. 2006.6.25. カーディフ(イギリス)出席者:龍岡副会長、嘉門理事

・2006.9.18. 横浜 (Outgoing Council)出席者:龍岡副会長、嘉門理事

. 2006.9.23. 横浜 (NewCouncil)出席者:龍岡会長、嘉門理事、大谷理事

2. 会員名簿の提出(随時)、本部名簿の国内送付 (1月)

3. 2006年第 8回 IGS国際会議 ln横浜の開催 (9月 18""22日)

4. 事務局担当幹事の交代及び、東京大学内から埼玉大学内への事務局移転 (6月)

3. 刊行物の発行事業

1 .国際ジオシンセティックス学会日本支部会員名簿 (5月)

2. ジオシンセティックス技術情報 (3月， 7月， 11月号)

3. Proceedings of the 8th International Conference on Geosynthetics (9月)

4. ジオシンセティックス論文集第 21巻 (12月)
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ジオシンセティックス技術情報編集委員会 2006年活動報告

( 1 )編集委員会の活動概要

1)第 1回編集委員会(日時:平成 18年 3月 3日，場所:三井化学産資 7F会議室)

'06.3月号の進捗状況の確認と未入稿原稿への対応，次号送り原稿の検討

'06.7月号の日次案検討，特集記事「軽量土j の構成の検討

・「ジオシンセティックス用語集Jの構成内容と作業工程の検討

2)第 2回編集委員会(日時:平成 18年 6月 29日，場所:三井化学産資 8F会議室)

2006年度の編集体制の確認

'06.7月号の進捗状況の確認と未入稿原稿への対応，次号送り原稿の検討

'06.11月号の目次案の検討

・'07.3月号を国際ジオシンセティックス会議横浜大会の会議特集号とすることとし，

横浜会議の開催前に，キーノートレクチャー，セッション，行事等の取りまとめをお

願いする執筆者を決定し，執筆依頼を出すこととした.

3)臨時 編集委員会(日時:平成 18年 9月 21日，場所:パシフィコ横浜事務局横

休憩コーナー)

・平成 17年度技術賞，技術奨励賞への推薦候補となる技術報文の選考

'06.11月号の進捗状況の確認

4)第 3回編集委員会(日時:平成 18年 10月 27日，場所:三井化学産資 8F会議室)

'07年度の編集 WG体制の決定

'06.11月号の進捗状況の確認と未入稿原稿への対応，次号送り原稿の検討

'07.3月号の目次案の検討と「横浜会議特集号Jの執筆者の確認

・「ジオシンセティックス用語集」の構成内容の詳細を検討，作業工程の再検討

( 2) 2006年委員会設営費報告

内 訳 予算(円) 実績(円) 備 考

① 委員会経費

-編集委員会 200，000 200，000 小計

67，000 第 1回編集委員会交通費

68，000 第 2回編集委員会交通費

65，000 第 3回編集委員会交通費

② 講習会・出版等支出

-用語集出版費 200，000 。小言十

f口』 計 400，000 200，000 

用語集については，平成 18年度に編集作業を終了し出版する予定であったが， ISO/TC221(ジ

オシンセティックス)において，ジオシンセティックスの「用語と定義」に関する規格案が審

議中であることから，内容を再検討することとなり，出版を平成 19年度に実施することと

したため，用語集出版費は使用されなかった。
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ジオシンセティックス技術情報編集委員会 2007年活動計画

( ， )活動計画

<全体の活動内容>

定期発刊を心掛けるとともに 「技術報文j の投稿については，編集委員による情報収集の

ほか，シンポジウム掲載論文や他学協会の年次講演会をも範鴎に入れ， JC-JG8技術賞候補

論文および JC-JG8技術奨励賞論文の対象に成り得るような質の高い「技術報文」の掘り起

こしを積極的に行う予定である。企画記事としては，昨年， 9月に開催された「国際ジオシン

セティックス会議横浜大会Jの特集号として 3月号を企画し，会議運営をお手伝いして頂い

た委員の方々に配布する予定である。そのため， 3月号は通常の印刷部数より多めに印刷す

ることを計画している。また，我が国におけるジオシンセティックス関連の規格・基準の整

備の必要性が認識されつつあることから， 180や A8TMで審議中の規格案に関する「審議情

報j を積極的に掲載していく予定である。さらに，これまで同様， i修士，博士論文概要の紹

介」などの掲載を引き続き行う。一方 特別企画として予定している「ジオシンセティック

ス関連の用語集」については， 180で審議中の「ジオシンセティックスに関連する用語と定

義」規格案と整合性を取りながら，国内で使用されている用語も加えて編集する予定である。

<具体的な活動内容>

1. ジオシンセティックス技術情報の発行

ジオシンセティック技術情報は 従来通り年 3回の発行とする。

(2007年 3月号， 2007年 7月号， 2007年 11月号)

2. ジオシンセティックス用語集の出版

3. 編集委員会

編集委員会においては，ジオシンセティックス技術情報を滞り無く発行するための定例業

務として，日次案の検討や原稿執筆状況の確認などを行うとともに，編集に際しての問題点

の解決を行う。また，継続的な審議事項として，編集方針や内容分類の整理，技術情報の目

次の HPへの掲載 テーマ特集号の設定 新企画の検討など 読者のニーズに合うように

check and reviewを積極的に行う。

開催予定 :4回程度(3月， 7月， 9月， 11月を予定)

4. 編集 WG

編集 WGにおいては，幹事会および編集委員会で決定した編集方針に基づくジオシンセテ

ィックス技術情報の実質的な編集作業として，原稿の内容確認などを行う。なお，今年度の

編集 WG分担は以下に示す通りである。また，編集 WGは，必要に応じて開催するものとし，

基本的にはメールで作業を行う。

07年 3月号:主査 西村幹事，副査:平川委員木幡委員長(横浜会議の特集号)

7月号:主査 谷口委員，副査:山本委員，松本委員

11月号:主査 原田委員，副査:荻迫委員，小浪委員

( 2) 2007年設営費計画

平成 19年度は，例年通りの交通費と昨年度作業を行った特別企画の用語集出版費 (20万

円)を加えた以下の予算案としたい。

内 訳 19年度予算案(円) 備 三J岳

① 委員会経費

-編集委員会 200，000 委員会交通費

173，000 (73，000 x 2回+14，000X1回+13，000X1回)

-編集 WG会議 27，000 W G会議交通費

(9000X 3回)

② 講習会・出版等支出 200，000 ② 講習会・出版等支出

-用語集出版費 -用語集出版費
f仁》1、 計 400，000 
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行事委員会2006年活動報告

(1) 2C脱年活動内容

2C脱年は、ジオシンセティックスシンポジウム企画、準備、実行に伴う活動を中心に行った。 21回目とな

る2∞6年度シンポジウムは、八戸工業大学AVホールにて 12月7、8日の両日にわたり開催された。また、

初の試みとして2日目の昼休みを利用して補強盛土工法の現場見学会も行われた。時系列ごとの活動内容は

以下の通りである。

2月6日

4月3日

4月7日

5月17日

6月30日

シンポジウム論文募集会告(財布情報・回)原樹是出

地盤工学会へのジオシンセティックスシンポジウム共催依頼

シンポジウム論文募集案内(土と基礎6月号会告)原樹是出

論文集電子化説明会参加。ST)

(初結婚住学会協賛依頼提出(前田工繊・笠原氏へ)

7月12・14日 第40団地盤工学研究発表会にて広報活動

7月28日 第 1回行事委員会開催

シンポジウム関連事項等審議(論文応募状況の確認、概要審査、プログラム概要決定・会告原稿

作成座長・副座長候補者の選定、査読要領・シンポジウム実施要領の検討、懇親会計画)、

JCIGS論文賞および論文奨房雄釘度補者の選出

本論文提出締切8月25日

8月28日

9月5日

9月8日

9月9日

JCIGS論文賞および論文奨励賞候補者の推薦書提出

本論文査読委員依頼状発送

地盤工学会へプログラム原樹是出(土と基礎11月号会告、加藤事務局長へ)

座長・副座長依頼

9月11日 繊佐学会へシンポジウムプログラム原樹是出(繊住学会誌会告、前田工繊・笠原氏へ)

9月20・22日 土木学会全国大会にて広報活動

9月29日 査読結果報部帝切

口
u

n
U
 

4
E
A
 

月内
U---A 

10月16日

11月中旬

第2回行事委員会開催

シンポジウム関連事項打合せ(招待者、論文査読結果取りまとめ、プログラム詳細編万丈

発表方法、儲IJ分担、論文集編集)

査読結果通知発送

論文集原稿入稿

12月7-8日 第21回ジオシンセティックスシンポジウム開催(八戸工業大学AVホール)

参加者117名 (2∞5年 121名)、一殻発表 (53編)、特別講演(三木博史IGS日本支部長)、

JC-IGS論文賞・奨励賞・技術賞・技術奨励賞表彰式懇親会 102名 (2∞4年59名)
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(2) 2蜘年委員会設営費報告

2C胤年度委員会設営費収支実績

内 訳 予 算 実 高責 {荷 考

委員会交通費 90，000 11， 000 交通費(7/28，10/10委員会)

通信費・消耗品等 10，000 資料郵送代

第20回シンポジウム 200，000 -69，914 (69，914円プラス)

(収入) 600，000 672，500 

(;jOO， 0(0) (421，000) シンホジウム参加費

(100，000) (204，000) 恕脱会参加費

(4，000) I論文集購入(現金 1名)

(10，000) 請求1!?払い(会員・非会員各l名)

(33，500) パス代67名分

(支出) 800，000 602，586 

(100，000) o 会場!在・投営費

uoo， (00) (-H9， 160) 論文集印刷費 (250部)

(50，000) (45，000) 特別講演謝礼・交通費

(100，000) (19，115) 通信費・交通費ほか

(150，000) (118， 996) 懇親会費

(315) 送金費

シンポジウム参加者の内訳

第21回ジオシンセティックスシンポジウム収支
シンポ参加人数 収入額 懇親会参加人数 収入額

正会員 59 236，000 参加者 68 204，000 
非会員 17 102，000 
招待 27 0学生 8 。
優待 18 72，000 招待 26 。
学生 II 11，000 

小言十 132 421，000 IJ、iH- 102 
参加収入総計 625，000 
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行事委員会2007年活動計画
(1) 2;ω7年活動予定

2∞7年度は以下の日程で活動を行う予定である。

2月

4月上旬

6'" 7月

7月4ゐ日

7月末

8月上旬

9月上旬

9月12・14日

10月下旬

11月上旬

11月中旬

12月6，7日

シンポジウム論文募集会告(捌;j情報)原樹是出

地盤工学会へのジオシンセティックスシンポジウム共催依頼

シンポジウム論文募集会告(土と基礎6月号会告)原樹是出

繊住学会へのジ、オシンセティックスシンポジウム協賛依頼

各研院機関への論文投稿依頼

地盤工学研究発表会(名古屋号における広報活動

シンポジウム投稿論文題目と概要の申込み締切

第 1回行事委員会:シンポジウム関連事項打合わせ(論文応募状況の確言忍概要審査、プ

ログラム概要決定・会告原稿作成論文審査員候補者選定、査読要領・シンポジウム実施

要領の検討、特別講演講師4対面の検討、懇親会計画)、 JCIGS論文賞・論文奨励賞。対南者の

選出

本論文提出締切、査読依頼

シンポジウム開催案内(土と基礎 11月号会告)原樹是出

ジオシンセティックスシンポジウム査読依頼

土木学会全国大会(広島)における開催案内配布

査読結果報告締切

第 2回行事委員会:シンポジウム関連事項打合わせ(招待者、プログラム詳細、論文査読

結果取りまとめ、儲リ分担、論文集編集9、査読結果通知

招待状発送(支部顧問、特別会員)

修正済み原稿取りまとめ、論文集作成

第22回ジオシンセティックスシンポジウム(予定会場:地盤工学会館)

(2) 2即 7年設営費計画

2∞7年度委員会設営費予算

内 訳 予 算 備 考

行事委員会 100，000 

(80，000) 委員会交通費・事務局旅費

(20，000) 通信費・消耗品等

第22回シンポジウム 0地盤工学会館

(収入) 800，000 

(600，000) シンポジウム参加費

(200，000) 懇親会参加費

(支出) 800，000 

(150，000) 会場費・設営費

(400， 000) 論文集印刷費250

(50，000) 特別講演謝礼・交通費

(50，000) 通信費・交通費ほか

(150，000) 懇親会費
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(3)委員会構成

2007年度は、新たに副委員長を設置して下記の構成で委員会活動を行う。

委員長 峯岸邦夫 日本大学

副委員長 内村太郎 東京大学大学院

委員 熊谷 浩二 八戸工業大学

桑野二郎 埼玉大学

小島謙一 (財)章子道総合技術研院所

古関潤ー 東京大学大学院

小竹 亡三歪尽三 東洋建設(株)

西形達明 関西大学

中村 努 苫小牧高等工業専門学校

陪! 昭徳 一菱化学産資(株)

宮田喜書 防衛大学校

安福規之 九州大学大学院

吉田浩一 前田工繊(株)

顧問 落合英俊 九州大学大学院

嘉 門 雅 史 京都大学大学院

以上
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電子情報化委員会 2006年活動報告

(1) 2006年活動報告内容

1 )トップページ改訂:利用者の利便性向上と、ホームページによる広報効果の向上をねらい、

トップページのデザイン、各ページのタイトル表示などを改訂した。

2 )ニュースの定期更新:各種国際会議や国内シンポジウムの論文募集などのニュースを更新

した。

3 )データベースの更新:論文集や技術情報誌のデータベース化の作業を昨年に継続して実施

した。

4) ICG2006HPの更新:ICG2006に関するデータ(写真・セッションメモなど)を更新した。

5) IGS論文集の電子化:昨年度に引続き，第 17、19、20回の論文集を電子化した。

(これで 9年分の論文集が電子化済み)

(2) 2006年委員会設営費報告

収入 100，000 (2005年度委員会予算)

支出 99，735 (トッフページ作成代 20，000、バイト代 49，000、電子化代 30，735)

合計 +265 

電子情報化委員会 2007年活動計画

( 1) 2007年活動予定内容

1 )ニュースの定期更新

2 )データベースの更新

3) JCIGS論文集の電子化

4)電子化された論文の公開方式を検討

( 2) 2007年設営費計画

収入 160，000 (2007年度委員会予算)

支出 160，000 (バイト代 50，000、電子化代 50，000、論文集電子化代 60，000)

合計 +0 
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2006年学生・教育委員会活動報告

1.委員会開催日及び内容

第 1回学生・教育委員会

期日:2006年 9月 7日

会場:パシフィコ横浜

件名:ジオシンセティックス入門セミナーの開催打合せ

第 2回学生・教育委員会

期日:2006年 9月 18日

会場:パシフィコ横浜

件名:ジオシンセティックス入門セミナー (1GSTraining Course)の運営サポート

第 3回学生・教育委員会

期日:2006年 11月 28日

会場:地盤工学会会議室

件名:次年度の運営方針について

見学会の実施と候補について

2.行事開催

第 8回国際ジオシンセティックス会議 1GS Training Course 

日時:2006年 9月 18日 9:00"-' 17:00 

会場:パシフィコ横浜 501会議室

フ。ログラム

An introductory training course on geosynthetics is organized by the 1GS Education 

Committee，chaired by Prof.E.Palmeira 

Topics and Lecturers: 

. Geosyntheticsτ'ype and Functions (E.Palmeira) 

. Geosynthetics in Drainage and Filtration (J.P.Gourc) 

Geosynthetics in Hydraulic Applications (J.Zornberg) 

. Geosynthetics in Reinforced Walls and Steep Slopes (R.Bathurst) 

Geosynthetics in Unpaved Roads (E.C.Shin) 

Geosynthetics in Embankments on Soft Soils (J.Otani) 

Geosynthetics in Waste Disposal (M.Bouazza) 

Secretary of training course:S.Kamao and y'Kitamoto，the 1GS Japanese Chapter 
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3. 2006年収支実績報告

委員会設営費

会議費

セミナー運営費

計

l.委員会開催

年4回程度

2.行事予定

収入

100， 000円

支出残額

5，000円

10，000円

85，000円

2007年学生・教育委員会活動計画

(1) 第 10回ジオシンセティックス入門セミナー

(2) 見学会

建設現場の進捗状況および研究所等の受け入れ態勢を視野に入れて開催する。
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資料 1-6 

新技術委員会 2007年活動計画 刊点 19年 l月 1I H 

新技術委員会委員長 ql村

1 )要旨

平成 19年度新技術委員会では、ジオシンセティックスに関する新技術の伯蝦収集と

デ タベース作成を行う。併せて問題点や改善点についても整理する。

ジオシンセティックスに関する新工法、新材料について、環境、維持 ~I日修、防災など

のキーワードに関連するメーカーのフレゼンテーションと発注者・設II十・施L:を相当す

る官庁、大学、協会、ゼネコンなどの講話し意見交換を実施する。

対象はジオシンセティックスに関連する材料、工法の他、料itt材やシンセティックス

関連の材料・r:法も扱う。 19年度 20年度2年間の委員会を通じて新技術の情報収集

と実施例を、実務計が活用しやすいように取りまとめる。 また、公共事業削減傾向で

外部交流の機会が減っているので、意見交換の場として活用をはかる。

2 )委員会メンバ一

委員会参加の公募 (2n 6 11総会)

昨年委員会メンバ の今年度参加の意向確認(2月8日新技術委員会)

3)グループ分け

以下の 3つの部会を設置する。

① 企画部会(委員長副委員長幹事部会長副部会長その他若干名)運営

②新技術部会(今泉部会長伊勢副部会長)新技術情報の収集、問題点と改善点の整理

③実例部会(峯岸部会長久保副部会長)実例データベースのまとめ

4) 環境関連項目

環境関連項目として現在までに候補になっているテーマ

.処分場キャッピング工におけるジオシンセティックス

.土壌向染対策工におけるジオシンセティックス

-地下水貯留工におけるジオシンセティックス

5 )関連委員会

関連委員会と連絡を取り合って進める。

技術委員会三木委員長

技術普及委 t~l会三木委員長積田副委員長教育・、普及等

災害復旧技術委員会桑野委日長官武副委員長 災害対策工法等

ジオテキスタイル技術委員会 官問委員長 LCC算定法等

6 )設営費計画予算 20万円

内訳 (講演会費 6回 6万円 交通費 8万円会議費 12回6万円)

以上
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I.概要

新技術委員会 2006年活動報告

委員長
副委員長
処分場部会長
軽量土部会長
幹事

中村和之
伊藤雅夫
今泉繁良
峯岸邦夫
柴田健一

副部会長伊勢智一
副部会長久保哲也

新技術委員会は、ジオシンセティックスに関連する新技術を、委員相互で共有し、研錯して

ひろく実務に役立てることを目標として活動している。

各社各団体で開発中の新技術は、開発途上では企業秘密にしているのが一般的で、情報公開しに

くい事情が強いので、委員会で公表される新技術は、完成して一般に公開された技術が対象にな

る。

平成 18年度は、平成 16年度から 3年間の継続テーマの最終年度であり、今回は 3年間の委員

会活動を報告する。

平成 16年度 4月に環境問題に関連し、かつ広く業界の利益につながるテーマとして廃棄物処

分場と軽量地盤材料の 2つを取り上げ、新技術委員会内に 2つの部会、処分場部会(宇都宮大学

今泉部会長)と軽量土部会(日本大学峯岸部会長)を設置して、我が国の特徴的な技術を念頭に

おきながら新材料・新工法を調査した。

また、平成 18年度には 8ICG国際会議が 9月に日本で開催されるという重要な年にあたり、 1

人でも多くの参加者を増やすために、材料も工法も可能な範囲で広く対象とし、軽量材にはジオ

フォームも扱い、 IGS会員以外にも関心のある人には委員会に参加を依頼した。

新技術委員会の活動方針としては、日本の独自性を出すことを念頭におき、キーワードとして、

環境、宣伝、業界全体の利益、新しい用途、品質向上、用途の普及などをあげて活動を行った。

委員会の構成メンバーの構成員は、大学、メーカ一、ゼネコン、マリコン、コンサルなど広範

囲にわたるために、各社が保有する新技術を委員全体が理解するための時間が費やされた。

新技術委員会の成果は、参加各社が 8ICG-Yokohama2006会議で論文とブース展示で発表した。

部会活動の要点は次の通りである。

議事録等は巻末に添付した。

L 処分場部会

1. 1 2004年度処分場部会

2004.5.21処分場部会のテーマとして、上記の目的に沿う次の 5テーマが今泉部会長から提案

された。

1 )側斜面の急勾配化技術

2)不適切処分場の適正化技術

3)既設処分場の拡張・延命化技術

4)凍上防止技術の確立

5)耐震設計法

2004.6.28処分場部会から委員会のメーンテーマを絞る検討をした結果、 2)は、 LS研で既に実
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施されていて進行状況にあるので、省く。

5)は重要なテーマであるが長期間が必要になりこの委員会では取組が困難なため省く。

3)の処分場の延命化技術は処分場新規建設の困難な状況等の背景から現状で社会的に必要なテ

マであることから採用した。

1)と3)を併せて処分場の延命化を図る方法は、日本の処分場の特色の一つである掘込み型に対し、

急勾配化や嵩上げの技術は有効であり、ジオシンセティックス利用の可能性が拡大することが考

えられた。

このような背景から、処分場のリニューアルに関する実例や工法を調査した。

2004.8.25開催の処分場部会ではコンサル、東京都、ゼネコンの処分場関連の方法や施策につ

いてのヒアリング調査報告がされた。

2004.11.4処分場部会では高密度化工法として、「動圧密工法(海洋工業(株)) J、IN&H強制

圧密脱水工法(真空圧密技術協会)J、「リフユーズプレス工法(海洋工業(株)) Jなどの説明会と

「処分場で使用されるジオシンセティックスの説明J(太陽工業小西委員)がされた。

1. 2 2005年度処分場部会

2005年度は 2005.2.14処分場部会で IGS開催の 8ICGで部会報告テーマについての討議がお

こなわれ、日本の処分場におけるジオシンセティッケスの活用状況について今泉部会長が中心に

なってまとめることになった。

2005.2.19には、加納委員から「処分場リニューアル工法についてJNPO法人 LS研究協会の

発表があった。

2005.3.5処分場部会ではタキロン(株)松山氏から「処分場で使用されるジオシンセティック

スについてI発表された。

2005.4.18処分場部会では、今泉部会長から「中国の廃棄物処分場最新事情j、加納委員から「処

分場リニュ アル技術の紹介j が発表された。

1) 2005.6.24処分場部会では、今泉部会長から 12003年ジオシンセティッケス使用量のアン

ケート調査j、江崎委員から「保護マットについてj、小竹委員から「海面処分場のしゃ水シ

ート工Jの発表された。一般廃棄物処分場の容量アップ及び減量化(延命化)方法として高

密度工法、再処理工法、嵩上げ工法、改造工法、移し替え工法

このほか現状の一般報告として 1998年に公表された 538の不適切最終処分場のうち 219施設

が現在も北海道と鹿児島で多く、ミニ処分場へも遮水工の設置が義務付けられたことなどが報

告された。

2005.10.4処分場部会では、小竹委員から「港湾基準の改定について」、加納委員から「最終処

分場機能検査資格認定試験についてJ発表された。

2005.10.4処分場部会では、「大阪国際会議参加報告J(今泉部会長)、「処分場新技術J椿委員、

「京都議定書関連J (中村)から発表があった。

1. 3 2006年度処分場部会

2006年度は、 8ICGを成功に導くために、毎回伊藤副委員長から 8ICGの申し込み等について

報告をお願いした。

2006.4.6 独立行政法人産業技術総合研究所 LCAセンター池田氏講演温暖化ガス削減問題

2006.6.29新技術委員会では、「ビニロンによるコンクリー卜補強J(伊勢福部会長)、「大口径

PEパイプJ(炭山委員)、「処分場斜面勾配としゃ水シート張力の関係J(今泉部会長)の他、最

近の話題として中村から「我が国の切り土斜面崩壊の傾向J1アスベスト一般」の説明があった。

2006.11.27新技術委員会では、「光ファイパ を用いた計測技術J(大成基礎設計藤川氏) 1繊
維補強軽量混合土と短繊維を混合した落石対策工法J(久保副部会長)、「砂漉過工法J(柴田幹事)

について発表があった。

2.軽量土部会

軽量土部会では、既存軽量材の用途拡大や、ジオテキスタイルと組み合わせることが議論され、
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以下の 2テーマを中心にして活動を進めた。

1)ジャケットに軽量土を混合した土構造物への適用性

2)発泡廃ガラスと地盤材料を混合した軽量地盤材料とジオグリッドの組合せによる補強盛土工法

の検討

材料・工法の紹介としては

1) EPS工法の最近の動向

2)壁面緑化

3) 屋上緑化

4) ウオールブロック

5) チップドレーン、タイヤチップ混入固化処理土

などが発表された。

3.その他

その他の話題提供として、

1)性能設計を取り入れた港湾基準の改訂

2) LS研と CS研(クロースe ドシステム処分場開発研究会)

3) 最終処分場機能検査資格認定資格制度①オープン型最終処分場機能検査者 ②被覆型最終処

分場機能検査者 ③浸出水処理施設機能検査者

(詳細は httn://www.nno・lsa.in/member.htm1)

4) 17年9月大阪国際地盤工学会議の参加報告(今泉氏)

5)京都議定書関連の話題

6) イタリアで開催された国際会議の参加報告

7) ビニロンによるコンクリート補強

8)大口径 PEパイプの商品説明

g)処分場斜面勾配と遮水シート張力の関係Jの研究

10)我が国の切土斜面崩壊の傾向

11)アスベスト一般

12)自然災害の状況

13)光ファイパセンシング技術(変位、環境変化の計測)

14)繊維補強軽量混合土の技術(気泡混合土と短繊維を混合した落石対策工法)

15)砂ろ過工法の技術紹介(パイプジャケットを用いた砂ろ過による赤土流出対策)

4. 設営費報告

費目 金額 合計

予算 200.000 

交通費 39.940 

講演料 10.000 

外注費 30.000 

会議費 20.855 

支出合計 100.795 

残額 99.205 
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5.議事録要旨

2004年度平成 16年度

1 2004年度委員会名簿

2 2004.4.20 16年度計画

3 2004.5.21議事録 部会の研究項目について

4 2004.6.28議事録 廃棄物処分場部会 テマ絞り込み

5 2004.7.1 議事録 軽量土部会 テーマ絞り込み

6 2004.8.25議事録 廃棄物処分場部会 テーマ調査

2004.7.1 議事録 軽量土部会 ジオフォ ムの取り扱い

8 2004.10.27議事録 軽量土部会 材料工法紹介

9 2004.11.4議事録 廃棄物処分場部会 材料工法紹介

10 2004.11.29委員会名簿

2005年度平成 17年度

11 2005.2.14議事録 処分場部会 8ICG発表内容協議

12 2005.2.14議事録 軽量土部会 EPS及びウレタン

13 2005.2.19議事録 処分場部会 処分場リニューアル工法

14 2005.3.5 議事録 処分場部会 使用されるジオシンセティンッケス

15 2005.4.18 議事録 処分場部会 中国処分場事情

リニューアル工法

16 2005.6.24 議事録 処分場部会 保護マット

海面処分場

17 2005.10.4 議事録 処分場部会 港湾基準改定

処分場資格試験

18 2005.10.4 議事録 軽量土部会 タイヤチップ混入固化処理土

19 2005.11.30議事録 合同会議 大阪国際地盤工学会議参加報告

処分場新工法

京都議定書関連

20 2005.12 報告

2006年度平成 18年度

21 2006.1 報告 新技術委員会 2006年活動計画

22 2006.4.5 議事録 新技術委員会幹事会 年間計画討議

23 2006.4.9 8ICG論文 処分場部会 ①日本における処分場の進展

新技術委員会 2005年活動報告

4

5

6

 

9
M

ワ
】
ワ
】

2006.6.29議事録

2006.7 報告

2006.11.27議事録

軽量土部会 ②ジャケット+軽量材

③発泡廃ガラスとジオグリッドの摩擦特性

④ウレタン工法における中越地震の影響

合同会議 工法紹介

JC'IGS技術情報

合同会議 工法紹介

光ファイパーセンシング
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繊維補強混合土

砂ろ過工法

5.新技術委員会名簿 2006.12現在

中村和之

伊藤雅夫

柴田健一

、
/

イ
!
一

ザ
一
側
一
鞠

デ
一
繊
一
業

オ
一
工
一
工

ジ
一
山
一
森

蜘
一
前
-
仲

J

戸

処分場部会

部会長 処分場 今泉繁良 宇都宮大学

副都会長 処分場 伊勢符一 (株)クラレ

委員 処分場 石川雅洋 東洋紡績(株)

委員 処分場 加納光 ネオ・ルーフイング(株)

委員 処分場 n:崎41・三 ユニチカ(株)

委員 処分場 j古川伸夫 東京インキ昨お

委員 処分場 ぶ々日正高 (十朱)ボルクレイ・ジャパン

委員 処分場 永野豊 芦森工業側

委員 処分場 松山真三 タキロン柑

委員 処分場 ll<lEl 邦憲 :_~己産業物

委員 処分場 新井斎 ELLシステム研究会

委員 処分場 小西俗次 太陽工業側

委員 処分場 背坐幸治 東レ(株)

委員 処分場 f{j田 起 前田工繊蜘

委員 処分場 小竹望 東洋建設(株)

委員 処分場 熊谷浩二 八戸工業大学

委員 処分場 格雅俊 東急建設株式会社

委員 処 分場 ド村徹 三ツ星ベルト欄

委員 処 分場 炭山宜英 大日本プラスチックス欄

委員 処分場 山間知正 側ユウホウ

委員 処分場 平井貴雄 三井化学産資蜘

軽量土部会

部会長 軽量土 峯岸邦夫 11本大学

副部会長 軽量土 久保持也 前IIIT繊蜘

委員 軽量土 A辻，~慶 ダウ化 r蜘

委員 軽量土 何本見司 イノアッケ特材(株)

委員 軽量土 fiHflj主郎 EPS開発機情

委員 軽量土 ，f31毎f.jヲム 繊維土木

委員 軽量土 ~i事Í1'ì志 岡三リピック(株)

委員 軽量土 下f崎武知 麻生7十1.71)ート(株)

委員 軽量土 本名浩 借入ファイパー蜘

委員 軽量土 大川栄二 アキレス株式会社
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委員 軽量土 矢島寿- 明星大学

委員 軽量土 村上樗 茨城大学

委員 軽量土 御 手 洗 義 夫 東亜建設工業株)

委員 軽量土 花岡j告 麻生7十 L'll)ート(株)

委員 軽量土 吉川進 二菱化学産資

講師 池田正基 産業技術総什研究所

委員 藤川富夫 大成基礎設バ|柑
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ジオメンブレン技術委員会(第IVステージ)2006年活動報告

(1)ジオメンブレン技術委員会 2006年活動報告

ジオメンプレン技術委員会第Wステージ (2004年 1月"-'2007年 12月)では、ジオメンブレン

(あるいは他のジオシンセティックス)を用いた廃棄物最終処分場の埋立地や各種の貯水施設な

と、の遮水工・遮水構造の長期性能についての評価手法の提案のため、現場での調査計測や既存実

験データの取りまとめなどを行い、以下の項目について検討を進めている。

1)性能を評価する適切な試験および性能評価

2) 遮水構造の信頼性と長期信頼性向上のための新しい提案

;n遮水構造(保護材料などを含む)におけるジオメンブレンの耐久性の位置づけ

また、今後の廃棄物最終処分場におけるジオメンブレン(あるいは他のジオシンセティックス)

の普及と活用をめざし、以下の項目についても検討を進めている。

1) 廃棄物最終処分場でのジオシンセティックスの適用とその効果

2) 新しい技術情報(モニタリングと管理方法、キャッピングなど)

2006年は、 5回の全体委員会を実施した。各委員会の議事は下記の通りであり、主に耐久性評

価(試験)マニュアルの作成に向けたデータ収集や現地調査の方法について議論を行った。

第 8[りi委員会 ;1-)JX; 18年 1JJ 10 1I (火)、 14:00・17:00

1) 2005年活動報告・ 2006年活動計両について

2) 耐久性評価(試験)マニュアルの作成とWGについて

3) 現地調査および試料の評価の中間報告

4) 今後の候補地について

第 9[rl[委員会平成 18年 3月28日(火)、 14:00・16:30

1) 2005年活動報告・ 2006年活動計画について

2) 日本遮水工協会への協力依頼について

;D I耐久性評価マニュアル(仮称)の作成について

4) 現地調査および試料の評価の中間報自

;j) 今後の候補地について

(i) 話題提供

IGeo・EnvironmentalEngineering 2006J について

第 10回委員会平成 18年 7月7日(金)、 14:00司 17:00

1) 耐久性評価マニュアル(仮称)の作成について

2) 現地調査および試料の評価の中間報告

;{) 今後の候補地について
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第 11回委員会平成 18年 10月 3日(火)、 14:00・17:00

1) 耐久性評価マニュアル(仮称)の進捗状況について

の現地サンプリング調査について

試料評価の中間報告

サンプリング協力機関への報告について

今後の候補地について

:~) 話題提供

[第 8回国際ジオシンセティックス会議j について

第 12回委員会平成 18年 12月 19日(水)、 14:00・17:00

1 ) 耐久性評価マニュアル(仮称)の進捗状況について

各章の執筆状況

スケジュール

2) 現地サンプリング調査について

一関一般廃棄物処分場のサンプリング調査

今後の候補地について

( 2) 2006年委員会設営費報告

2006年委員会設営費報告(自 2006年 1月 1日~至 2006年 12月 31日)

科 日 f' 'ijfI: 決算 備 考

2-I~ 8回委員会 干 39，880(2名旅費)

し委只交通費
第 9回委員会 千 67，400(1名旅費)

干195，000- 干181， 860-
第 10回委員会 千 42，280(2名旅費)

第 11回委員会 干 32，300(1名旅費)

第 10回委員会 干 1. 816 (お茶代)

2. 通信・消耗品費 干5，000- 干5，386 第 11回委員会 千 1， 680 (お茶代)

第 12回委員会 干 1. 890 (お茶代)

合計 千200，000- 千187，246-
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資料 1-7 

ジオメンブレン技術委員会(第IVステージ)2007年活動計画

(1) 2007年活動計画

昨年度に引き続き、遮水工・遮水構造の長期性能についての評価手法の提案のため、現場での調査計測や

既存の実験データの取りまとめなどを行い、下記の項目について検討を進めることにより、耐久性評価(試

駒マニュアルの作成を行う。

1) 性能を評価する適切な試験の方法および性能評価

2) 遮水構造の信頼性と長期信頼性向上のための新しい提案

3) 遮水構造(保護材料などを含む)におけるジオメンブレンの耐久性の位置づけ

2007年は、 4回の全体委員会を予定している。

2007年 ;~月 第 13回委員会 (話題提供，耐久性評価マニュアjレl次案の作成，他)

6月 第 14回委員会 (話題提供，耐久性制面マニュアル2次案の作成，他)

9月 第 15回委員会 (話題提供，耐久性評価マニュアルの完成，他)

12月 第 16回委員会 (話題提供，委員会の取りまとめ，他)

委員会組織

委員長: 島岡 隆行 (九州大学大学院工判汗究院付属環境システム科学研究センター)

副委員長: 熊谷浩 二 (八J-i工業大学環境建設工学科)

勝 見武 (京都大学大学院地球環境学堂地球親和技術学廊)

委員: 27名 (2007.l. 9現在)

( 2) 2007年設営費計画

2007年度委員会予算(自 2007年 l月 1日~至2007年 12月31日)

科目 予 算 {椅 考

l.委員交通費 千180，000- 干45，000(l [Il1) x 4回=引80，000-

2.通信・消耗品費 千20，000- 郵便，通信，資料コピー，主、打苛等

合計 千200，000-
L一一
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ジオテキスタイル技術委員会 2006年活動報告

( 1) 2005年活動報告内容

ジオテキスタイル技術委員会は，ジオテキスタイルに関する技術的な課題について検討を行う

ために， 8年前に設置された常設の委員会である。平成 10"-'12年度の第 1ステージでは，補強

i:C法，排水 uム試験法に関する現状杷仇!と I課題のtl!IIHを行った。平成 13"-'15年度の沼 2ス

テージでは，第 1 ステージで補強 Lr:法を対象に実施した「限w状態 ~i丸ilWの導入に関する課題j

の幣f'H結果をもとに， f[占l別の課題の只体的な検討を行った。

以上(J)f-7;;tのもとで、第 2ステージで検討した似w状態，i'J:，lI-Wにおけるi古川を視野に人れなが

ら、ジオテキスタイルの標準的な試験方法に関して検討を行うことを目的として平成 16年度よ

り3ヵ年間にわたり第 3ステージの活動を実施した。

委員長 :東京大学生産技術研究所 古関潤 A

副委員長 :鉄道総合技術研究所 矢口直幸

最終年度の 3{fflである今年度は 1J1 6口、 7月 24日と 12月 19rlに全{本会議を開催し、試

験法と設計j去の 2つの WGに分かれて以下の項目について分相して検討した成果を報行足以前と

してとりまとめた。

l.限界状態設計で必要とされる各階特性値の測定方法の整開

2. 海外関連基準・ 180等の動rrlJJft~査

3.多様な材料を対象とした既存試験結果の開示と分析

4. 同一材料を対象とした多機関による一斉試験の実施

( 2) 2006年委員会設営費報告

収入:200，000 ド1(委員会活動費)+17円(利息)

支出:137，520 円(交通費)+25，880円(会議費)+5，455 fIl Oi'i粍!日および振込み手数料)

+31，162円(返納)

交通費の内訳:室蘭・東京 1回(小計 59，000円)

長野-東京 5回(小計 74，520円)

東京近郊交通費補助 4回(小計 4，000円)

ジオテキスタイル技術委員会 2007年活動計画

( 1) 2007年活動予定内容

<第 3ステージ(現委員会)の活動計画>

今年度の前期 (1月"-'3月)は、報告書原稿の査読，校正， CD-ROM出版を実施する。

く第4ステージ(次期委員会)の体制(案)>

委員長 :防衛大学校 宮田喜書

委員 :公募

テーマ名:ジオグリッド補強土壁の LCCに関する研究

活動期間 :3年間(予定)
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<第4ステージ(次期委員会)の設立趣意(案)>

1. n的

維持管理の時代を見掘え， LCC (ライフサイクルコスト)を考慮した社会資本整備が各均的iで

検討されている.ジオグリッド補強土壁においては，これまで初期コストの有利面ばかりが弔悦

されてきたが，高規格の補強材，壁面形式，そしてジオテキスタイル排木村などの併用などで災

宮に強いことや，長期的に高い安定性を確保できるという利点が注fJされるようになってきた.

このような性能は，従来の安全本を用いた性能評価法で評価することが難しいが， LCCで評価す

れば，他の構造形式の擁壁より合開的な技術であることをぶすことができると与えられる.本委

員会では，ジオグリッド補強 171その LCCの算定法の確立を FI的とする.

2.活動内科

ジオグリッド補強土壁の LCCの算定法を確立するには， 1) 建設時，破壊が生じた後の復旧

時のコスト算定， 2) 地震や降雨による破壊確率の計算法， 3) ジオグリッドの材料特性の経年

変化のモデル化の 3つがまず必要になる.本委員会では，上記の 3つのI課題に対して WGを設け，

それぞれのトピックスに関して，文献収集，データの収集，ケーススタディといった検討を行う

ものとする.

1 )の活動は，公開されている工事単価などをもとに行う.非常に簡単な入力作業で単価がri，. 

算できるようなソフト化までを WGの活動範囲として検討する. 2)， 3) の活動は， liijターム

の委員会成果を活用する. これらの課題に対する成果をまとめ，最後に，いくつかのシナリオベ

ースで LCCを実際に計算し，従*RC形式での L1'l擁壁などの比較を行う.

(2) 2006年設営費計画

収入: 200，000円(委員会活動費)

支出: 184，000円(交通費)+16，000円(会議費)

交通費の内訳:

北海道あるいは九州-東京 2回(小計 120，000円)

関西あるいは中部-東京 4回(小計 60，000円)

東京近郊交通費補助 4回(小計 4，000円)
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ジオシンセティックス試験法委員会 2006年活動報告

( 1 )試験法委L1会の日間j概要

1)第 1同試験法委tl会(f 111、?:、|勺&18年 6J]211，場所: ~)f:化γf斥:資 7F会議'主)

. [I~I内におけるジオシンセティクス試験法の現状の検什と分析

-ジオシンセティクス材料の'1"1:能SHllliJJil1

・遮水シートの本内性能，j'IZ{llli1試験結*と現場での状況のギャッフ0

.引き抜き試験の11'，j題点

-供，l.rtf本の形状・材質が試験料i県に及ぼす;jM呼と引伝li式!段々 法のIl'rj:m}T'，( など。

. i ，~-到J )j]ilの検討したがi*，以ドのとおりとなった。

①ジオシンセティックス試験JiWに|刻する11'1内の恒常を収集するために、 IGSU本支部

会i1にアンケート I制iTの実施を検討する。

②本委 t1会委 t~-l の'，1[. 門分野(tll 、可分野)に応じて、 ISO ，ASTM の;試験法の内作'をチェックす

る。(翻訳する{tlfi{I((があるか行か、あるいは制s沢JISとして促案すべきか行かの検討を

行う)

③ ISO/TC221 における ISO 肱!栴楽寝議の 'I/i 報収集により、 'ji? にm栴案の II~I 際動|ムl を念liJî
に世く。

④また、平成 18年度から地税 I~ρyt会基準 m~に新たに設置される宅内試験規格・基準検討

委員会内のジオシンセティックス WGとの辿併が 11""(要になるため、この WGのメンバ

ーとして本委日会の委此を推的するように働きかける。

2) 活動成果

.ジオシンセティックスに関する試験法における従来ーの経緯の整m

.欧米の基準の調台と整理

( 2) 2006 {f委日会設営費報告

I人l I沢 予算 (円) 実績(FIJ) 

① 委員会経費

-編集委員会 200，000 200，000 小，i1'

備 4主JF 

132，000 第 1[IJI編集委員会交通貨

^ 200，000 132，000 残 68，000flJ rc， 
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ジオシンセティックス試験法委員会 2007年活動計画

(1)活動計画

2006年度の活動を踏まえ以下の項目について検討する予定であり，年 2程度の委員会を開催

する計画である。

1)地盤工学会で公示されたが，施行・出版されていない下記のジオシンセティックス基準

4件について.見直しを行う。なお，作業は，地盤工学会室内試験規格・基準委員会WG

6と連携を取りながら行う。

. JGS 0941・1995 土とジオテキスタイルの摩擦特性試験法

. JGS 0931・1996 ジオテキスタイルの垂直方向透水性能試験方法

・JGS0932・1996 ジオテキスタイルの面内方向通水性能試験方法

・JGS0911・1996 ジオテキスタイルの見掛けの開孔径試験方法

2) ジオシンセティックス試験方法に関する圏内の要望を収集するために、 IGS日本支部会

員にアンケート調査を実施する。

(2) 2007年設営費計画

2007年は. 2回の委員会開催および試験方法を検討するための WG会議を 2開催したいこと

から.以下の予算案としたい。

内 訳 19年度予算案(円) 備 考

① 委員会経費

-試験法委員会 200，000 委員会交通費

180，000 熊本あるいは苫小牧一東京 (2回)

'WG会議 20，000 WG会議交通費 (2回)

fI1 L 計 200，000 
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コーポレートメンバー委員会 2006年活動報告

( 1) 2006年活動報告内容

電子メール委員会: 1)事務局と協調し IGS選挙の選挙投票の呼びかけ，全コーポレートメ

ンパー投票できた特に電子投票選挙のシステムについて知らせた。

反省点:IGS本部メンバーリストのメンテナンスの必要性

2) 8thICG横浜での IGC本部主催の CorporateReceptionへの参加の

呼びかけ

3) IGS本部リストのメンテナンス作業/12月:メンテ終了本部へ配信

委員会の開催 :8月23日(水)14:00"'-' 1600 出席 15社

【内容]

1) 8thICG横浜実行委員会の現状報告と支援のお願い(三木支部長)

8thICG横浜についての現状の報告と会議参加へのお願いをした。

2) 8thICG横浜での IGC本部主催の CorporateReceptionへの参加/最終の呼びかけ

:3) IGS電子投票選挙で生じた反省点 (IGS本部リストのメンテ作業)をお知らせした。

IGS本部主催 CorporateReception : 9月 18日(月)18:00"'-'21:00出席 13社 20名の参加

【内容]

IGS本部の招待で開催された。各支部コーポレートメンバーの学会協力についての御礼

を受け，情報交換の場となった。

( 2) 2006年委員会設営費報告

委員会設営費 : 収入 50，000円

支出 0円

残金 50，000円

コーポレートメンバー委員会 2007年活動計画

( 1) 2007年活動予定内容

1) IGS口ゴマークのカタログP等への使用について

口ゴマークの活用について IGS本部からの了解は得られているが使い方を統一してお

く必要がある。口ゴマークの使用についてのマニュアルのたたき台を作成し協議する。

2) その他

副委員長に東京インキ(株)清川伸夫氏の新任

メールで呼びかけて メンバーからの意見抽出を行ないメンバーの意見をとりいれる。

( 2) 2007年設営費計画

委員会設営費 収入 50，000円

※)会議費等で使用予定
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( 1) 2006年活動報告

ごIGS日本支部賞の選考

表彰委員会 2006年活動報告

2006年度 IGS日本支部賞は下記の各賞を 11月 10日に表彰委員会を開催、選考した。 12月 7

日のシンポジウム開催時に表彰を行った。受賞者は以下である.

"-JC-IGS論文賞~

食中島進、渡辺健治

矢板補強を有するジオグリッド補強土擁壁の模型振動台実験

*安福規之、落合英俊、金重正浩、河村 隆

ジオグリッド補強土のダイレタンシー特性を考慮、した拘束効果と設計への導入

"-JC-IGS論文奨励賞~

女中山裕文、山王孝尚

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

*野尻峰広、相j宰宏幸

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

"-JC-IGS技術賞~

谷口善則、森島啓行

新潟県中越地震による鉄道盛土の被害とその復旧方法について

ジオシンセティックス技術情報 Vo1.21 No.1 2005年 3月掲載

"-JC-IGS技術奨励賞~

毛木博彰、山本英明、上野 豊、松本七保子

河川修景護岸工法

ジオシンセティックス技術情報， Vo1.21 No.3 2005年 11月掲載

②IGS学生賞 (TheIGS student awards)の日本支部としての以下選出

東京大学大学院社会基盤学専攻 中島進

( 2) 2006年委員会設営費報告

収入 ￥150，000 (2006年度委員会予算)

支出 ￥82，681 (賞状、盾代、筒代、その他備品)

合計 +￥67，319 

表彰委員会 2007年活動計画

( 1) 2007年活動予定内容

2007年度 IGS日本支部貨の審査および選考

その他

( 2) 2007年設営費計画

2007年設常費計Jlliiを必ずいれて下さい。様式は自由です。

収入 ￥150，000 (2007年度委員会予算)

支出 ￥150，000 (賞状、盾代、筒代、その他備品)

合計 ±￥0 
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IGS日本支部 2006年度一般会計予算(案)
期間:平成18年1月1日~平成18年12月31日

一般会計(収入の部): 

科 目 H18予算(案)実績(H18.12.31) 

1①.平会成費等18収年入度分
法人会員 .5，760，000 6，240，000 26社x240，000円/社
個人会員 2，160，000 1，720，000 215名X8，000円/人

学生会員 60，000 14，000 14名 x1，000円/人

見IJ紙 1

備 考

②本部還付金 法人会員分 288，000 130，790 22社(日17実績)x 50 $ /社X118.90円/事
(小計) 8，268，000 

2.講習会・出版等収入
シンポジウム 800，000 

入門セミナー，見学会他 50，000 
書籍，ビデオ等販売 200，000 

書籍印税 200，000 
(小計) 1，250，000 

3.受託収入
受託研究 2，000，000 

(小計) 2，000，000 
4.広告等収入

技術情報誌広告 600，000 
(小計) 600，000 

5.受取り利息等
受取り利息 100 

(小計) 100 

(H18年度収入合計) 12，118，100 

6.繰越し金
一般会計繰越し金 3，373，522 
特別会計繰越し金 21，476，017 

特別会計繰入れ金全返納 。
(小言十) 24，849，539 

(収入・繰越金総合計) 36，967，639 

8，104，790 

672，500 。
34，000 。

706，500 

1，995，000 
1，995，000 

544，000 
544，000 

108 
108 

11，350，398 

3，373，522 
13，666，163 
18，000，000 
35，039，685 

46，390，083 
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※17万減:概ね予定通り

参加費+懇親会収入

論文集のノくックナンバー等売上げ

※計画に対して54万円の減

※概ね予定通り

05年11月号、 06年3月号、 06年7月号

※予定通り

-計画に対し、 74万円の収入減

一般会計

内訳)H13 ~HI8: 350+250+200+200+400+400 

2007年1月

財務委員会



一般会計(支出の部): 

手ヰ 目
1.本部国際学会費支出

法人会員

個人会員
学生会員

2005年度途中追加新個人会員分追徴費

2005年度途中追加新特別会員分追徴費
(ノl、計)

2.講習会・出版等支出
シンポジウム

入門セミナー，外国人講演会、見学会他

用語集出版費
税金、原稿料等

(ノj、計)

3.受託業務支出

受託報告書作成費
報告書作成，補助作業費

(小計)

4.技術情報発行費
技術情報誌印刷製本費

編集補助作業，原稿料他

発送連絡費
(小計)

5.委員会経費
国際連絡委員会

コーポレート委員会

編集委員会
行事委員会

表彰委員会
技術委員会

ジオテキスタイル技術委員会

ジオメンプレン技術委員会
新技術委員会

ジオシンセティックス試験法委員会
学生教育委員会

電子情報委員会
財務委員会

シ.オシンセティックス使用量アンケート調査

(小言十)

6.事務局経費その他
総会，懇親会費
地盤工学会謝礼

埼玉大寄付金

通信費
消耗品費

傭人費
幹事会
その他

(小計)

(H18年度文出合計)

7.予備費・繰入2れ00費7年
特別会計繰入れ費

一般会計予備費

(H18予備費・繰入れ費合計)

(支出合計)

H18予算(案)

2，880，000 
972，000 。

3，852，000 

800，000 
200，000 
200，000 
200.000 

1，400，QOO 

400，000 
800.000 

1，200，000 

1，550，000 
500，000 
350.000 

2，400，000 

550，000 
50，000 

200，000 
100，000 
150，000 
50，000 

200，000 
200，000 
200，000 
200，000 
100，000 
100，000 
50，000 
50，000 

2，200，000 

100，000 
300，000 。
150，000 
200，000 
600，000 
100，000 
100，000 

1，550，000 

12，602，000 

21，476，017 
2，889，622 

24，365，639 

36.967.639 

男IJ紙 2

実績(12131) 担当委員会・備考

担当:事務局

2，853，600 24社x1000 $ /社x118.90円/$

998，760 280名X30$ /名 x118.90円/$
0160名XO円/名

42，804 12名X30$ /名 X118.90円/$

59，450 2社X250 $ /社X118.90円/$ (還付金差額繰り入れ)

3，954，614 ※概ね予定通り(10万円支出増)

602，586 担当:行事委員会
0担当:学生教育委員会
0担当:編集委員会(繰り越し)
0税金，原稿料.7Jf，，，'イト代

602，586 ※80万円の支出減(節約)
担当.シ.オテキλ9イル，シ.オメンプレン技術委員会

0原稿料20万円未払し、(ジオテキ技術委員会)

612，600 アルバイト代，印刷製本費

612，600 ※59万円の支出減(実質節約:39万円=59-20)
担当:編集委員会.(名簿.事務局)

1，353，869 140万(情報誌)+15万(名簿作成費)

0アルバイト代、原縞料

332，340 
1，686，209 

151，550 。
200，000 
11，000 
82，681 。
168，838 
187，246 
100，795 
132，000 
15，000 
99，735 。
11，340 

1，160，185 

37，699 
300，000 
500，000 
130，958 
142，512 
313，200 
81，560 
120，875 

1，656，804 

9，672，998 

13，666，163 
23，050，922 

36，717，085 

46.390.083 

※71万円の支出減(節約)

担当・各委員長
予算:委員会費5万+本部理事会派遣費50万

技術情報誌発行別
シンポジウム別

委員会費5万+盾，賞状作製費10万

新規委員会
見学会，入門セミナー別

別刷り印刷費，通信費等
※105万円の支出減(節約)

担当:事務局
H18年の総会費用

地盤工学会謝礼+会議室使用費
※事務局移転に伴う場所代、事務用品・コピー機使用等

封筒印刷代合む
事務局傭人費11月、 12月支給分
会議費，幹事交通費、通信費資料購入など
事務局交通貨.11'弔費等、送金費、謝金等

※11万円増(ただし、寄付除くと39万円の節約)

.計画より、 291万円の経費節減

一般会計繰入返却後の特別会計の残額

Hl8年末収入・神入実績 H1H年末支出実績 Hl9特別会計練趨

2007年l月
財務委員会
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IGS日本支部 2006年度予算書案(特別会計)
期間:平成18年1月1日~平成18年12月31日

見IJ紙 3

特別会計(収入の部): 
(2006年国際会議)

科 目 H18予算 実績(111現在) 備 考

200前6年年度度繰繰入越れし金金
17，476，017 17，476，017 17年度特別会計繰越金 (HI3~HI7・一般会計繰入+収入一支出)

4，000，000 4，000，000 一般会計カミらの繰入れ金(H18年度分)
展示出展料 16，515，500 16，772，875 (全体-H17年度徴収分)
参加登録費 70，000，000 52，166，000 この欄は、 1112現在(登録外注先ICSからの口座引き上げ時点)

登録料返金未返金分 36，000 登録後、キャンセル者への未返還金(連絡不能:本来は、預かり金)
その他収入 19，200，000 15，442，290 論文集販売，パンケット，助成金等

普通預金利息 5，388 
カード手数料・外国送金手数料(登録) 1，117，533 1/12 (外注先ICSの口座引き上げ時の諸手数料差引き額)

IGS Fee -9，850，000 8，097，800 展示・参加登録費合計の10唱(IGS本部への上納金)

(収入合計) 117，341，517 96，683，237 

記事)一般会計からの繰入れ総額(1800万円)

内訳(H13:350万円， H14:250万円， HI5:200万円， H16:200万円， H17 :400万円， H18:400万円)

特別会計(支出の部): 
科 目 H17予算

1.部会費
総務部会 100，000 
行事部会 480，000 
学術部会 100，000 
広報部会 100，000 
財務部会 24，000 

(小計) 804，000 

2 総務部会関係経実費行
委員会交通費 449，000 

登録受付外注費 8，262，975 
Bulletin No.2， No.3/Flyer作成費 1，587，600 

ホームページ運営管理費 1，039，500 
(小計) 11，339，075 

3.学術部会関係経費
IPSC会議費 1，270，500 

論文投稿処理外注費 3，205，125 
プロシーディング、ス作成費 4，651，500 

(小計) 9，127，125 

4.グ行レ事スバ・スポンサー広告関係オー経ム作費成
コン ック"Tシャツ・サ州ーユニフ 費

(小計) 。
5.事務局経費

事務局経費 483，000 
通信費 861，000 

事務機器 420，000 
傭人費 5，984，400 
いl、言下) 7，748，400 

16.会議運冨賞、事後会会議議当費
日運営費 62，509，289 

(小計) 62，509，289 
H18年度支出合計 91，527，889 

7.戻入・予備費
一般会計への戻入額 18，000，000 

予備費 7，813，628 
(ノl、百十) 25，813，628 

(支出・予備費総合計) 117，341，517 

里塑(1/1現在 備 考

0部会費
0部会費

59，453 部会費(内訳:部会会議費，論文原稿入稿時の送料)
67，303 部会費(内訳:部会会議費，会議協力依頼状送料)

0部会費
126，756 

担当:総務部会
123，990 

012007年度に繰越
2，698，500 
577，500 

3，399，990 
担当:学術部会

735，533 
012007年度に繰越

4，599，660 
5，335，193 

担当:行事部会
1，613，387 
1，613，387 

担当:事務局
439，284 消耗品，事務局交通費等

1，115，407 通信費、封筒、ラベル等
0パソコン、プリンター他

700，000 
2，254，691 

52，287，057 
52，287，057 
65，017，074 

18，000，000 
13，666，163 
31，666，163 

96，683，237 
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事務局傭人費、アルバイト

会場2714，バンケット飲食1208，イベント180，通訳ハ。ン7208，来賓92，他

H18までの一般会計からの繰入額総額の返済
現在1/12の特別会計残額

2007年1月
2006年実行委員会，財務部会



別紙4

収入の部

科

IGS日本支部 2007年度会計予算(案)
期間:2007年1月1日-2007年12月31日

目 2007年予算(案)

1.①会2費00等7年収度入分
法人会員 6，000，000 251'土x240，000円It土
個人会員 2，240，000 280名x8，000円/人

学生会員 30，000 30名x1，000円/人

備

②本部還付金 法人会員交 156，000 26干土X50$ /社x120円/市

(小計) 8，426，000 
2.講習会・出版等収入

シンポジウム 800，000 参加費+懇親会収入
講首会，見学会他 50，000 参加費

書籍，ビデオ等販売 100，000 

考

書籍印税 100，000 「ごみ埋v地の設計胞[ハンドブ‘ックJi入門書」

(小計)
3.広告等収入

技術情報誌広告
(小計)

4.受取り利息等
受取り利息

その他
(小計)

(2007年度収入合計)

5.繰越し金
繰越し金

(小計)

(収入・繰越金総合計)
L一一一一一一一一

1，050，000 

600，000 
600，000 

100 。
100 

10，076，100 

23，050，922 
23，050，922 

33，127，022 
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2006年11月号、 2007年3月号・7月号

2006年繰越金

2007年l月
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支出の部

科 自
1 本部国際学会費支出

法人会員
個人会員
学生会員

(小計)

2.講習会・出版等支出
シンポジウム

入門セミナー，外国人講演会、見学会他
用語集出版費

税金、原稿料等
(小計)

3.受託業務支出
報告書作成

(ノト長卜)

4 技術情報発行費
技術情報誌印刷製本費

編集補助作業，原稿料他

発送，連絡費
(/J、計)

5.委員会経費
国際連絡委員会

コーポレート委員会

編集委員会

行事委員会
表彰委員会
技術委員会

ジオテキスタイル技術委員会

ジオメンブレン技術委員会

新技術委員会
ジオシンセティックス試験法委員会

学生教育委員会

電子情報委員会
財務委員会

シ'オシンセティックス使用量アンケート調査

技術普及委員会
災害復旧技術委員会

(小計)

6 事務局経費，その他
総会

地盤工学会謝礼
通信費

消耗品費
傭人費

幹事会
その他
(小計)

(2007年度支出合計)

7 予備費・繰入れ費
2007年繰入れ費

一一 (支出合計)

見IJ紙5

2007年予算(案) 担当委員会・備考

担当・事務局

3，000，000 25仕x1000 $ /社x120円/事

1，008，000 280名X30事/名 x120円/事
0130名XO円/名

4，008，000 

800，000 
200，000 
200，000 
200，000 

1，400，000 

200，000 
200，000 

1，550，000 
500，000 
350，000 

2，400，000 

800，000 
50，000 

200，000 
100，000 
150，000 
50，000 

200，000 
200，000 
200，000 
300，000 
100，000 
160，000 
50，000 
50，000 

200，000 
200，000 

3，010，000 

50，000 
300，000 
150，000 
200，000 

1，000，000 
100，000 
100，000 

1，900，000 

12，918，000 

20，209，022 

33，127，022 

担当.行事委員会
担当:学生教育委員会
担当:編集委員会(繰り越し)
税金，原稿料.y}~，，'イト代

担当:シ.オテキλヲイル，シ.オメンプレン技術委員会

2006年原稿料未払い分

担当.編集委員会， (名簿.事務局)
140万(情報誌)+15万(名簿作成費)
アルバイト代、原稿料

担当.各委員長
予算.委員会費5万+本部理事会派遣費75万

技術情報誌発行別

シンポジウム別
委員会費5万+盾，賞状作製費10万

見学会，入門セミナー別

別席IJり印刷費，通信費等

新設委員会
新設委員会

担当:事務局

地盤工学会謝礼+会議室使用費

事務局傭人費
会議費，幹事交通費、通信費資料購入など

事務局交通費，慶弔費等、送金費、謝金

2006年繰越 23，050，922円
一(2007年支出合計 12，918，000円-2007年収入合計 10，076，100円)
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2007年1月
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見IJ紙 6

IGS日本支部 2007年度予算書案(特別会計)

特別会計(収入の部): 
(2006年国際会議)

(収入合計) 13，666，163 13，666，163 

特別会計(支出の部): 

手ヰ 目 H19予算 |実績(1/1現在) 備 考

1.総務部会関係経登録費受 担当:総務部会
付外注費 4，841，246 012007年度に繰越(外注先ICS未払い分)

(/j、計) 4，841，246 。
3.学術部会関係経費 担当:学術部会

論文投稿処理外注費 2，765，700 012007年度に繰越(外注先ICS未払い分)

(/j、計) 2，765，700 。
5.事務局経費 担当:事務局

事務局経費 100，000 消耗品，事務局交通費等

通信費 50，000 通信費、封筒、ラベル等
(/j、計) 150，000 。

7.事後処理費
総会費 1，000，000 H19総会時、組織委員解散会

監査委託費 1，500，000 帳簿整理費、公認会計士監査委託費
(/j、計) 2，500，000 。

H18年度支出合計 10，256，946 。
8.予備費・戻入予定費

予備費 500，000 
一般会計戻入 2，909，217 監査終了後、一般会計に戻入予定

(小言十) 3，409，217 。
(支出・予備費総合計) 13，666，163 。

記事)特別会計は、総会終了後の拡大組織委員会懇親会支出が確定し、監査が終了次第、
速やかに一般会計に戻し入れを行い、終了するものとする(3月中を目処に終了)。
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監査 報 主主
Eヨ

資料3

国際ジオシンセティックス学会日本支部の2006年一般会計及び特

別会計について帳簿・証票・書類等を検証の結果、適正かっ正確で、

あることをご報告申し上げます。

署名

平成19年2月2日

会計監事新谷秀人

計后秀人品

会計監事小田垣公三

署名 d、同士五
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IGS日本支部 200 7年度 役員名簿

2006年 12月

支部長 *二木博史 (三木地盤環境工学研究所) 捌 t普及委員会委員長

副支部長 桑野二郎(埼玉大学) 災害復旧技術委員会委員長

幹事長 平井貴雄(二井化学産資) ジオシンセティックス試験法委員会副委員長

副幹事長 士宮田 喜寿 (防衛大学校) ジオテキスタイル槻j委員会委員長

副幹事長 #横田善弘(前田工働 技術普及委員会副委員長

会計・幹事 伊藤雅夫(前田工卒掛 財務委員会委員長

幹事 六今泉繁良 (宇都宮大学) ジオシンセティックス使用量アンケート調査委員会委員長

幹事 会内村太郎(東京大学) 行事委員会副委員長

幹事 大谷順 (熊本大学) 1GS理事、国際連絡委員会委員長

幹事 落合英俊(九州大学) 表彰委員会委員長

幹事 #鍋宅彰司(日本大学) 学生・教育委員会委員長

幹事 嘉門雅史(京都大学) 1GS理事

幹事 #北本幸義(鹿島建設) 新技術委員会副委員長

幹事 吋青川 伸夫 (東京インキ) コーポレートメンバー委員会副委員長

幹事 熊谷浩二(八戸工業大) ジオメンブレン技術委員会副委員長

幹事 #小島謙一(鉄道総合財閥院所) 電子情報化委員会委員長

幹事 会古関潤ー (東京大学) 国際連絡委員会副委員長

幹事 木幡行宏(室蘭工業大学) ジ1汎T1.，n技術静編集委員会委員長シ'1川内州試験法委員会委員長

幹事 #柴田健一(芦森工業) 新技術委員会副委員長

幹事 島岡隆行 (九州大学) ジオメンブレン捌i委員会委員長

幹事 龍岡文夫(東京理科大学) 1GS会長、前1GS日本支部長

幹事 合中村和之 (ジオデザイン) 新技術委員会委員長

幹事 サ4尾孝之(太陽工業) コーポレートメンバー委員会委員長

幹事 峯岸邦夫(日本大学) 行事委員会委員長

幹事 #宮武裕昭(土木研院所) 災害復旧委員会副委員長

幹事 *毛利栄征 (農村工学研究所) 表彰委員会副委員長

監事 #間昭徳 (二菱化学産資)

監事 小田垣公三 (東レ)

事務局 伊集院紀子 (IGS日本支部事務局)

支部顧問 赤木俊允 (東洋大学名誉教授)

支部顧問 岩崎高明 (エス・エヌ・テーエンジニア)

支部顧問 田中茂 (神戸大学名誉教授、(財)建設工学研究所)

支部顧問 福岡 正巳 (マネージメントシステム評価センター)

支部顧問 山内 豊聡 (九州大学名誉教授、山内顧問所)

安再任、 #新任、
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2007年組織図(JCTGS) 日本支部国際ジオシンセティックス学会

表彰委員会

ジオシンセティックス技術情報編集委員会

表彰小委員会

国際連絡委員会

行事委員会

電子情報化委員会

ジオシンセティックス使用量7ントト調査委員会

【日本支部】
支部長

副支部長
幹事長

副幹事長 2名
会計幹事

コーポレートメンバー委員会

財務委員会

【事務局】-HN-ー

学生・教育委員会

ジオテキスタイル技術委員会

|災害復旧技爾委員会 | 

ジオシンセティックス試験法委員会

ジオメンブレン技術委員会

新技術委員会

|技術普及委員会|

技術委員会

1新設委員会 11



国際ジオシンセティックス学会日本支部規程
Japan Chapter of the International Geosynthetics Society (JCIGS) 

1.名称
1.1国際ジオシンセティックス学会日本支部(以下支部と

いう)と称する。支部の事務局は社団法人地盤工学会
内におく。

2.目的
2.1 [Oli[際ジオシンセティックス学会(以下学会という)に

参加し、ジオシンセティックスに関する情報の収集と
交換、技術の向 tと発展をはかる。

3.会員
3.1会員は、個人会員、官主会員と隅l陰員により構成される。
3.2個人会員、学生会員と特別会員は自動的に本部の学会

員となる。
3.3個人会員は、原則として地盤工学会の正会員、または

特別会員の法人もしくは団体に所属するものとする。
3.4会員は、学会および支部が刊行する会誌等の配布を受

けるとともに、学会または支部の刊行物の入手および、
事業への参加について特典を有する。

4.会費
4.1年会費の額は総会によって決定する。
4.2年会費は国際学会費と支部会費とを合わせたものと

し、通貨は日本円とする。
4.3会計年度は、毎年 1月1日より 12月31日までとする。
4.4会員は会費を前年 12月末日までに納入する。
4.5支部顧問については，会費の徴収を行わない。

5.入会、脱退および退会
5.1会員になろうとするものは、会費を添えて入会申し込

み書を学会事務局に提出し、幹事会の承認を受けなけ
ればならない。

5.2会員は学会事務局に書面通知を届けることにより.い
つでも脱退できる。

5.3脱退は、通知に明記された日付または日付明記のない
時は会費払込期間の終了時に発効する。

5.4学会あるいは支部の目的や利害に反して行動する会
員はそれを理由として幹事会の多数決により退会さ
せることができる。また、会員は会費の不払いの理由
で退会させることができる。

5.5脱退または退会は、それが行われる年度に対する会費
の支払い義務から当該会費を免除しない。

6.役員
6.1支部には次の役員をおく。

支部長 l名
画IJ支部長 l名
幹事長 l名
副幹事長 2名

会計・幹事 1名

幹 事 20名以内
監 事 2名

6.2役員の選出
6.2.1支部長は別に定める選挙規定により全会員の位荒

によって選出する。
6.2.2支部長を除く仙の役員は、支部長が推薦し、通常総

会で承認を得る。
幹事については公募で応募することができる。その
場合は、幹事会で推薦し総会で承認を得る。

6.2.3役員の任期は、原則として就任した通常総会から
次々期の通常総会までの 2年rHJとする。但し、f4任
を妨げない。

6.2.4補欠による役員は支部長が任命しその任期は前任
ilfーの残任期間とする。

6.3役員の任務
6.3.1支部長は支部を総括し、この主部を代表する。
6.3.2副主部長は、支部長を補佐し.支部長が職務に支障

を生じたときには、その職務を代行する。
6.3.3幹事長は幹事会を総括し、支部長.長IJ支部長が職務

に支障を生じたときには、その職務を代行する。

1984年9月 l日制定
2004年11月9日改正
2007年l月25日改正

6.3.4副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が職務に支障
を生じたときには、その職務を代行する。

6.3.5役員全員で幹事会を組織し、支部の運営にあたる。
また、この規定に定める事項以外の事項を決議する
ことができる。

6.3.6監事は、支部の会計を監査する。
6.4支部に役員のほか、支部顧問をおくことができる。

支部顧問は幹事会で推薦し、通常総会で承認を得る。
7.総会
7.1総会の開催
7.1.1通常総会は、 f今年‘回定期的に開催する。開催時期I

は会計年度末日 (12月31日)より 2ヶ月以内とす
る。

7.1.2臨時総会は、特別の案件を処理するため、支部長ま
たは幹事会が必要と認めたときに開催する。支部長
または幹事会は通常または臨時総会につき、少なくと
も1ヶ月前までに会員に事前通知を行わなければなら
ない。

7.2総会の機能
7.2.1総会の議長は、支部長または幹事会で選出された幹

事があたる。
7.2.2次の事項は、通常総会に報告してその承認を受けな

ければならない。
l事業報告および‘収支決算に関する事項
2.事業計画および、収支予算に関する事項
3.その他、幹事会において必要と認めた事項

7.2.3通常総会は前項 1~3 の他、次の事項を決議する。
1.役員の承認
2.規定の変更

7.2.4総会は、会員数の 2分の l以上の出席がなければ
議決することができない。ただし、書面をもってあ
らかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。

7.2.5議決権は、個人会員 1票、特別会員は 5票とする。
7.2.6総会の議事は、規定の変更を除き出席者の過半数を

もって決し、可否同数のときは議長の決するところ
による。

7.2.7規定変更の決議は、通常総会において出席者の4分
の3以上をもって決する。

8.委員会活動
8.1学会および支部の活動を推進するため、委員会を設け

ることができる。
8.2委員会の任務は幹事会で決める。
8.3委員会の成果は会員に報告する。
8.4国際連絡委員会を常設し、国際ジオシンセティックス

学会との連絡にあたる。
8.5(社)地盤工学会ジオシンセティックス工学委員会との

連絡は幹事会が行う。

付HlJ.1 本規定はsf勺&16年通常総会以降実施する。
付l[iJ.2 年会費は次の通りとする。

1個人会員 8，000円
2特別会員 240，000円
3.学生会員 1，000円

付WJ.3 I G S 本庁[~の規定の変更があった場合、かっ、町
支部の規定にない項目については、幹事会の決
議によって運用することができる。

l-'.，k~は内容に相違ないことをここに説明する

所花地 東京都文京区千石四丁目指港 2号

(社)地盤工学会内

名 材、 国際ジオシンセティックス学会 日本支部

代友x.支部長二木博史
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ジオシンセティッケス校術情報 2007.:1 

左』 自己
A 仁E

ジオシンセティックス技術に関する講習会

共催:国際ジオシンセティックス学会 (1GS) 日本支部
地盤工学会 ジオシンセティックス工学委員会

ジオシンセティックス(ジオテキスタイルやジオメンブレンなど)を用いた技術は， ここ 30

年の間で急速に世界中に普及し，数多くの地盤工学的課題の解決に活用されています.国際ジオ

シンセティックス学会では，講習会カリキュラム(英語版)を作製し，更なる技術普及を目的に

した活動を行っています.今回は，それらの内容に最新のトピックスやケースヒストリーを織り

交ぜながら説明を行う講習会を企画しました.言語はもちろん日本語で行い，プログラムの最後

には，昨年 9月に横浜で開催された第 8回国際ジオシンセティックス会議において，補強士壁の

耐震安定性について基調講演をされた東京大学 古関潤一教授に講演をいただくことになってい

ます.奮ってご参加ください.

内容・講師:

時間 内 廿円』 講師 (案)

木博史10 : OO'"'J 10 : 10 
開会あいさつ

(IGS日本支部長)(lOmin) 

平井貴雄10 : 1O'"'J 11 : 00 
ジオシンセティックスの種類と機能

(=井化学産資)(50min) 

宮田喜嘉11: 1O'"'J12: 00 
排水とろ過，水理学的活用

(防衛大学校)(50min) 

昼食

大谷 )1慎13 : OO'"'J 13 : 50 
軟弱地盤上の盛土の補強

(熊本大学)(50min) 

篠田昌弘14: 00'"'J14: 50 
補強土壁と急勾配補強盛土

(鉄道総研)(50min) 

古関潤15 : OO'"'J 16: 30 
補強土壁の耐震安定性

(東京大学)(90min) 

大谷順16 : 30'"'J 16 : 40 
閉会あいさつ

(IGS国際理事)(lOmin) 

日 時:平成 19年 6月 8日(金)

開催場所:キャンパスプラザ京都(干600-8216京都市下京区西洞院通塩小路下る)

(JR京都駅ビル駐車場西但1]，電話:075-353-9111) 

会 費:IGS会員もしくは地盤工学会会員 6000円.非会員 8000円，学生会員 2000円

申し込み方法:E-mailまたは FAXにて.参加者氏名，所属，電話， FAX， E-mailを明記し，お申

し込みください.申込者が多数の場合は，先着順で参加者を決定します.

申込み・問合せ先:

国際ジオシンセティックス学会 日本支部事務局: 伊集院 (iju@jcigs.org)
千338-8570埼玉県さいたま市桜区下大久保 255 埼玉大学地圏科学研究センター
桑野研究室内(電話&Fax: 048-858・9239)
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h. lt 
A 仁2

「地盤の補強Jに関する国際シンポジウムの開催案内と論文募集
International Symposium on Earth Reinforcement (IS Kyushu 2007) 

-補強土技術の新たな展開-

主催:(社)地盤工学会
後援(予定): TC-17 of ISSMGE，国際ジオシンセティックス学会

IS Kyushu (地盤の補強に関する国際シンポジウム)は、これまで 1988、1992、1996そして 2001

に開催されてきました。 しかし現在もなお、新たな補強土技術の開発や適用事例が多く実施され

ています。また近年、防災や減災に関する技術、および地盤環境問題を解決する技術などが広く

期待されていると言えますが、補強土技術はこれらの問題に有効な答えをもたらすことができる

と考えます。このような現状を踏まえ、今回第 5回目となる ISKyushuを2007年 11月 14-16日

の予定で、これまでと同じ福岡市において開催することを決定しました。投稿論文よりいくつか

の論文を選び、国際的な欧文ジャーナルに ISKyushuの特別号を企画・提案する予定です。奮っ

てご参加下さい。

期 日:平成 19年 11月 14"-'16日の 3日間

会 場:九州大学国際研究交流プラザ(福岡市早良区西新 2-16)

トピックス:

1)補強材 a)ジオシンセティックス、 b)鋼材、 c)新素材、 d)自然材料、 e)複合材料

2) 内 容 a)試験法、 b)模型実験 (lgと遠心)と実スケール実験、 c)数値解析、 d)設計法、

e)建設技術、りケースヒストリー

3)最近の話題 a)自然災害対策(地震や集中豪雨)、 b)地盤環境技術(埋立廃棄物処分場の補

強、 リサイクルを目的とした新地盤材料の開発)、 c)ハイブリッド技術 (他工法と併用し

た補強土技術)、 d)新しい補強技術や古典的な補強土技術

4) その他

プログラム:特別講演、基調講演、 OrganizedSession (口頭発表，討議)

言語:英語

スケジュール:平成 18年 9月 30日論文概要受付締切り

平成 18年 11月 30日論文概要採択通知

平成 19年 3月31日論文原稿提出締切り

申し込み・問合せ先:

干860-8555 熊本市黒髪 2-39-1 熊本大学大学院自然科学研究科 社会環境工学専攻

IS Kyushu'07実行委員長:大谷順

E-mail: iskyushu@kumamoto-u.ac.jp 

http://www.nda.ac.jp/cc/users/miyamiya/is-kyushu07/ 

-124 -



ジオシンセティックス技術情報 2007.:3 

.h. L:.七
A 仁耳

「第 22回ジオシンセティックスシンポジウムJ論文募集

主催:国際ジオシンセティックス学会日本支部
共催:社団法人地盤工学会ジオシンセティックス工学委員会(予定)
協賛:社団法人繊維学会(予定)

国際ジオシンセティックス学会(IGS)日本支部では、ジオシンセティックス全般(ジオテキスタ

イル、ジオグリッド、ジオメンブレン、その他関連商品を含む)に関連する工学的諸問題(特に地

盤工学に関連した問題)に関する最新の調査・研究について、シンポジウムを下記の通り開催しま

す。期間は 2日間で、毎年約 40編の論文発表が行われています。本年は論文発表、特別講演のほ

かに懇親会等を予定しております。

なお、投稿された論文の中から、優れた学術・技術論文に対して JC-IGS論文賞・論文奨励賞が

授与されます。工事報告など (2ページ以上)も歓迎します。

期日:平成 19年 11月 29日(木)、 30日(金)

会場:地盤工学会館大会議室(文京区千石 4・38・2 Tel. 03・3946・8677)

テーマ:ジオシンセティックスに関する製品性能、設計・施工事例、試験・調査、研究成果等

論文申し込み要領:

1)論文応募者は、原則として、 IGS日本支部の会員、または地盤工学会の会員とします。また、発

表は一人一編とします。

2)採択、口頭発表などの方法については、 IGS日本支部にご一任ください。

3)論文発表の申し込みは、発表者の氏名・連絡先・所属学会の名称を明記の上、論文題目、概要 (300

字程度)を記載して、平成 19年 7月 17日(火)までに下記宛にご送付ください。概要審査後、

採択された方には執筆要領をお送りいたします。なお論文題目は変更できませんので、十分検討

の上お決めください。また、昨年度より本論文は PDF形式ファイルでの受付となっております。

4)内容が商業宣伝に偏したもの、その他本シンポジウムに著しく不適当と認められるものは、修正

を依頼するか、もしくは採択しないことがあります。

スケジュール:

平成 19年 7月 17日(火)

平成 19年 8月20日(月)

平成 19年 9月末頃

平成 19年 10月 26日(金)

論文の申し込み締切(題目と概要) (必着)

本論文の提出締切(必着)

本論文の査読結果返送

本論文の修正原稿提出締切(必着)

論文(題目と概要)の申込み先:E-mail: iju@jcigs.org 

本論文の提出先:E-mail: iju@jcigs.org 

(昨年度より POF形式ファイルで、の受付となっておりますのでご注意ください)

問合せ先:日本大学理工学部社会交通工学科峯岸 邦夫

Tel:047・469・5217 Fax:047・469・2581

E-mail: kmine@trpt.cst.nihon-u.ac.jp 

http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jcigs/index.html 
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三~ lf::: 
耳石 仁I

IGS日本支部賞 公募のお知らせ

国際ジオシンセティックス学会日本支部では、学会活動をより活性化するために、ジオシンセティック

スシンポジウム(ジオシンセティックス論文集)Iこ採択された論文およびジオシンセティックス技術情報に

掲載された技術報文の中から、優れた論文、技術報文に対して下記の支部賞を授与しています。論文、

技術報文への投稿、ならびに賞への推薦(自薦・他薦)をお願い致します。

-平成 17年度の表彰規定改訂に伴い、賞の対象となる業績は、下記のとおりとなりますので，ご注意

下さい。新表彰規定は、 (http://wwwsoc.nii.acjp/jcigs/)よりダウンロードできます。

-規程変更に伴い、賞の対象となる業績が、下記の様に変更になりましたのでご注意下さい。

JC-IGS論文賞・論文奨励賞:過去2年間(2005年、 2006年)のジオシンセティックス論文集に掲載され

た論文。 2007年分は含みません。

JC-IGS技術賞・技術奨励賞:過去2年間(2005年、 2006年)のジオシンセティックス技術情報に掲載さ

れた技術報文。 2007年分は含みません。

(i賞ゐ詰点一γ1-，---一一一←一l の一白悶白一一一一一「一一一討対象となる業均命 一 l 

JC 一寸IC仁GS I I ! [反一耳示玩玩司と司雨白
i技術の進展に顕著な貢献をしたと認めら|年)および第 21巻(2006年)に掲載された論文賞 1-........ ._._'.. .... -.--...-- -__ -1 
|れる論文の著者に慢与。 3命文。

lυジオシンセテイツクス論文集第 20巻(位20∞05[午示一ιピセ肝町……テ引刊山イ仰川仇ツ汐似一一ク似一ス一i白即…す扮叩一る研研
i年)および第 2引1巻(20∞06年)に掲載された

論文奨励 1い'将来'学術およぴ技術の進展に貢献|
i l論文。平成 19年1月1日に満35歳未満 i

i 賞 [が期待される論文の著者に授与。 1~~~~~*t~Ij:;~~~'o" . ...-. ... I 
1 Iの個人会員または学生会員。 1

ジオシンセティックスに関する技術の進展 1 . .. . 1 

iジオシンセティックス技術情報 2005年 31 

JC-IGS Iに顕著な貢献をしたと認められる業績を |月号"'2006年 11月号に掲載された技術l
技術賞 |対象に，個人グループあるいは機関に i ! 

!按与。 !報文。 i 

ジオシンセティックスに関する技術的研究(
JC-IGS . _ . _ _ . . .._ジオシンセティックス技術情報 2005年 3

を行い，将来，その実用化等に発展が期 i

技術奨励 丹号"'2006年 11月号に掲載された技術
i侍される業績を対象に，個人，グループ i 

i報文。
|あるいは機関に授与。[
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-自薦・他薦とも可能です。推薦用紙は、 (http://wwwsoc.nii.acjp/jcigs/)からダウンロードできます。

-各賞受賞者には、平成 19年 12月に開催される、第22回ジオシンセティックスシンポジウムの会場に

おいて表彰式を行い、 IGS日本支部賞を授与します。

IGS日本支部賞の推薦の締切日:平成 19年5月 10日必着

。問合せ先・推薦書の送り先:

国際ジオシンセティックス学会日本支部事務局担当伊集院宛て

干338-8570埼玉県さいたま市桜区下大久保255

埼玉大学地圏科学研究センター桑野研究室内

FAX 048-858-9239 e-mail: iju@jcigs.org 

h. & 
A 仁E

ジオシンセティックスに関するアジア地域会議
Asian Geosynthetics 2008 

ジオシンセティックスに関するアジア地域会議(Asian Geosynthetics 2008)が 2008年 6月 17・20

日、上海にて開催されます。奮ってご参加下さい。

会議の詳細は HPをご覧下さい。 http://4acg-2008sh.com/englishl 

Abstract提出期限: 2007年 5月 31日

本論文提出期限: 2007年 9月 30日

-127 -



ジオシンセティックス技術情報 2007.:{ 

会告

個人会員

松本七保子

山本英明

毛木博彰

谷口善則

森 島 啓 行

山壬孝尚

中山裕文

飯島健

学生会員

相j幸宏幸

新入会員紹介 (2006年 11月，_2007年 2月)

三井化学産資(株)事業本部ジオシンセティックスグループ

(株)ハブ営業部

(株)ハブ技術部

東日本旅客鉄道(株)盛岡支社設備部工事課

東日本旅客鉄道(株)横浜支社設備部土木課

福岡市役所土木局道路建設部道路建設課

九州大学大学院 工学研究科環境都市部門環境制御工学研究室

前田建設工業(株)技術研究所 技術開発土木 G

東京理科大学大学院理工学研究科土木工学専攻

IGS日本支部会員現在数 (2007年 2月末現在)

個人会員 280名学生会員 2 5名特別会員 2 6社

h. 8=. 
Z三t:l

広告掲載のお願い

以上

国際ジオシンセティックス学会日本支部

「ジオシンセティックス技術情報j では、広告を掲載しております。企業や製品の PRの場と

して精々ご活用賜りますようお願い申し上げます。

広告料金は次の通りです。(何れも 1回あたり)

裏表紙

裏 表 紙 裏

本文頁

l頁

50， 000円

40， 000円

30， 000円

1. 裏表紙の広告は l頁のみとします。

1/2頁

26， 000円

20， 000円

2. 版下作成が必要な場合には版下代実費を請求させていただきます。

3. 法人会員は上記の 20%割引となります。
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出版物のお知らせ

国際ジオシンセティックス学会日本支部出版物のお知らせ

(平成 19年 2月末現在)

以ドのu:J恒がございます。ご注文ドさい。

[ / ]内は、[一般ri"tJけ価格/会員特価]です。

.第 1[111ジオテキスタイルシンポジウム発表論文集 (8.61.12) 

.第 2[nlジオテキスタイルシンポジウム発表論文集 (8.62.12) 

.第 3[IIJジオテキスタイルシンポジウム発表論文集 (8.63.12) 

.第4[111ジオテキスタイルシンポジウム発表論文集 (H. 1.12) 

.第 6l"lジオテキスタイルシンポジウム発表論文集 (H.3.12) 

(111111切れ:第 5、 7 '""9、11、121f1]、残りわずか:!:t"} 10 [liJ) 

[￥3，000/￥2，000] 

[￥3，000/￥2，000] 

[￥3，000/￥2，000J 

[￥3，000/￥2，000J 

[￥3，000/￥2，000J 

.ジオシンセティックス論文集 第 13巻 (H.10.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオシンセティックス論文集 第 14巻 (H.11.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオシンセティックス i論文集 第 15巻 (H.12.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオシンセティックス論文集 第 16巻 (H.13.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオシンセティックス論文集 第 17巻 (H.14.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオシンセティックス論文集 第 18巻 (H.15.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオシンセティックス l論文集 ~119 巻 (H.16.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオシンセティックス論文集 第 20巻 (H.17.12) [￥5，000/￥3，000] 

.ジオテキスタイル講演会 IG8 北米支部γオシンセティッケス'95(ナシュピル大会) (H. 7. 3) 

.ジオシンセティックスに関する国際会議の報告会 (H.10.1) 

[￥4，000/￥3，000] 

[￥4，000/￥3，000] 

.IGS製作ビデオ「ランドフィルにおけるジオシンセティックス」日本lift解説っき

[￥24，000/￥5，000] 

.IGS製作ビデオ「交通施設におけるジオシンセティックス」日本語解I説っき

[￥30，000/￥5，000] 

.ジオテキスタイル技術委民会報告書「ジオテキスタイル補強土工法の限界状態設計法

導入に関する検討J *簡易製本版(残部わずか) [￥1，500/￥3，000] 

*CD-R版[￥ 500/￥1，000]

.ジオシンセティックス技術的知新刊

(2006 {I~ 7月号・ 2006年 11) jり・ 2007年 3)い}) [￥2，500/￥2，000] 

.ジオシンセティックス技術的版パックナンバー

(1998年 7月号'""2006年 3f] ~} 一部在庫切れれ・り) [￥1，500/￥1，000] 

。出版物の申込みは、任意の用紙にて FAX又はメールでド記にお返りドさい。

。校費購入などで必要書類があるときは、お知らせ下さい。

。問い合わせ先

干338・8570 埼 E~Yf~ さいたま市桜K ド大久保 255

埼玉大学地問科学研究センター桑野研究室内

国際ジオシンセティックス学会日本文部 事務局担当・伊集院

FAX 048・858-9239 e-mail: iju@jcigs.org 
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特別会員リスト

IGS日本支部 特別会員(平成 19年 2月末現在)
会社名 住 所 HPアドレス

旭化成ジオァック(株) 1"1306591 http://www.a鈍 hi-kasei.co.jp/a

墨田区錦糸二丁目 2番 1号アルカイースト 16F gt/ 

芦森工業(株) 1"5660001 http;//www.ashimori.co.jp/ 

大阪府摂樟市千里fi:7・11・61

(株)新井組 1"6628502 h枕p://www.araigumi.co.jp/

兵庫県西宮市池田町 12・20

(株)大林組 1"2048558 http://www.obayashi.co伊/

東京都清瀬市下清戸 4-640

岡ニリビ、ック(株) 1"1080023 http://www.okasanlivic.co.jp 

東京都港区芝浦 4-16・23Aquacity芝浦

鹿島建設(株) 1"1820036 h社p://www.kajima.co伊/

東京都調布市飛田給2・19・1

(株)クフレ 1'1008115 http://www.kuraray.co.jp/ 

東京都千代田区大手町 1・1-3大手センターピル

:両耐圧ポリエチレン管 1"1030023 

協会 東京都中央区日本橋本町3・8・4

(株)ジオシステム 1"5500005 http://www.geosystem.co.jp/ 

大阪府大阪市西区西本町 1・7・19ワイゲ本町ピ/レ

清水建設(株) 1"1058007 h社p:/，川ww.shimz.co.jp/

東京都港区芝浦 1・2-3シーハシスS館

RRR工法協会 1"1020072 http://www.rrr-sys.gr.jp/ 

千代田区飯田橋 4-6-9ロックフィールドヒール 6F

太洋興業(株) 1"1030004 h枕p://www.taiyo・kogyo.co.jp/

東京都中央区東日本橋 2・24・14日本橋イーストヒール

太陽工業(株) 1"1540001 h悦p://www.taiyokogyo.co.jp/

東京都世田谷区池尻 2・33・16

(株)田中 1"5950013 http:1.川ww.geo・匂naka.co伊/

大阪府泉大津市宮町 12・23

(株)ァノックス 1"1078533 h枇p://www.tenox.co伊/

東京都港区赤坂6-13-7

東京インキ(株) 1"1140012 h世p://www.tokyoink.co.jp/

東京都北区田端新町2不 15

東急建設(株) 1'1508340 http://const.tokyu.com/ 
東京都渋谷区渋谷 1・16・14

日本スパンボンド土木会 1"1038666 

東京都中央区日本橋室町2-1・1

(株)箱型擁壁研究所 1"5320011 http:/，川ww.hakogata.com

大阪市淀川区西中島 5・2-5中島第二ヒ.ル 309

(株)ハVテイシツJング内

(株)複合技術研究所 1"1020072 

東京都千代田区飯田橋 4・6・9ロックブオールドヒ.ル6階

(株)ブリヂストン 1"2447510 http://www.bridgestone.co伊/

横浜市戸塚区柏尾町 1番地

(株)ホージュン 1"3790133 

群馬県安中市原市 1433・1

前田建設工業(株) 1" 1028151 h枕p://www.maeda.co伊/

東京都千代田区富士見 2・10・26

前田工繊(株) 1"9190422 附 p:1.川ww.maedakosen.j 

福井県坂井郡春江町沖布目 38-3

二井化学産資(株) 1"1130034 h悦pゴ./www.mitsui-sanshi.co.jp/
東京都文京区湯島 3・39・10上野THピル

二菱化学産資(株) 1"1000005 http://www.yes-mks.co.jp 

東京都千代田区丸ノ内 1-8・2第一鉄鋼ピル6F
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* 編集後記*

本号「展望J には、熊本大学大谷教授にIGS新理事に就任されての抱負をご執筆頂きまし

た。また、本号は昨年9月に横浜にて開催された、 IGSとして4年に一度の大イベントとな

る8IGCの特集号であります。日本での開催ということで、事前での準備段階では組織委員会

はもちろん、多くの方々の協力により大成功となりました。また、海外から参加された方々

からも、好評であったと伺っており、日本支部の底力をアピールできる場となったと思いま

す。残念ながら、本会議に参加できなかった会員の皆様にも、本紙を通して盛況であった会

議の様子が伝われば幸いです。

加えて、 12月に八戸で行われた日本支部シンポジウムの報告や総会についての記事が満載

であり、読み応え十分の内容となっております。

最後に末筆ながら、お忙しい中、執筆をご快諾下さいました方々に心から御礼申し上げま

す。

本号担当:西村淳，木幡行宏，平川大貴

IGS日本支部編集委員会(名簿)

委 R 長 木幡 fj-宏 室蘭工業大学工学部建設システム工学科

MIJ委員長 新谷秀人 三菱化学産資(株)上木資材事業部

幹 事 西村 t手 二J片;化学産資(株)土木資材事業部

幹 事 桝尾苧:之 太陽工業(株)土木エンジニアリングカンパニー

委 貝 内村太郎 東京大学大学院工学系研究科

委 貝 荻迫栄治 清水建設蜘技術研究所

委 貝 小浪岳治 岡三リピック(株)技術部

委 員 高橋真一 (株)大林組技術研究所

委 貝 谷口秀和 (株)クラレ東京繊維資材部

委 貝 原 田 尚 幸 (株)銭高組技術本部技術研究所

委 貝 平川大貴 東京理科大学理工学部土木工学科

委 貝 松本優明 前田工繊鮒営業推進部

委 貝 金子隆行 東レ(株)機能資材・商品開発センター

1 G S日本支部会員現庇数 (2007年 2月末現在)

個人会員 280名 学生会員 25名 特別会員 26社 合計 :331名

平成19年 3月30日

ジオシンセティックス技術情報(国際ジオシンセティックス学会日本支部・会誌)VoL 23、No.1

発 行:国際ジオシンセティックス学会日本支部

干112-0011 東京都文京区千石4丁目38番2号 ( (社)地盤工学会内)
事務連絡:干:n8-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

埼玉大学地閤科学研究センター 桑野研究室内

TEL 048-858-9239 FAX 048-858-9239 E-mail iju@jcigs. org 

-131 -


