


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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