


く各セッション討議概要>

第1セッション座長:古関潤ー(東京大)副座長:小島謙一(鉄道総研)

本セッションは、固化処理 tとジオシンセティックスとの併用工法の特性や評価・設計方法に

関する論文4編とエアミルクを注入した袋体の実現場への適用に関する論文 1編の計 5編の論文

により構成された。

・セメント改良礁土とジオグリッドを併用した軟弱地盤対策工:松丸貴樹(鉄道総研)

セメント改良した機材にジオグリッドを併川した版を川いた軟弱地盤対策工に対する検討であ

る。供用にあたり問題となる残留沈ドi辻に対する評価や、液状化対策 rとして効果に関して、そ

の抑制メカニズムについての質疑があった。

・質点モデルによる控えジオシンセ補強矢板護岸の簡易検討方法:福田光治(肥後地質調査)

Iril化処理 t:とジオシンセティッケスの併用 utにおける設計法に関する検討である。 FEMで

はジオシンセティックスとの結合効*が明確に点現できないことから、 'l'i点モデルによる検討)j

j去をぶしている。残官i変位に対する評価に関する質疑が交わされた。

-ジオグリッドで補強した固化処理地盤の動的有限要素法・宮田喜書(防衛大)

ジオグリッドで補強した固化処理地盤の評価法として適用するための動的有限要素法の検討で

ある。粒状維散化 FEM と上・ノk連成 FEM との混合下法を提案している。矢似1fl界音I~における

ジオグリッドとの結合)j法・モテゃル化に関する議論が行われた。

-軟弱路床への荷重低減を目的とした袋詰めエアミルクの適用例:辻慎一朗(前田工繊)

袋iiIijめエアミルクの道路路f"Kへの)1皇JIlに関した論文である。工アミルクのばらつき科皮や耐久

性に|則する巧-え方に関しての質疑や設，H-時における厚さの決め)jや拘束効果などの評価における

コメントがなされた。

-固化処理土におけるジオグリッドの引抜き特性:弘中淳市(三井化学産資)

凶化処理 1:qlのジオゲリッドとの陪隙況抗などの引比きにf則する特性についての評価である。

ジオグリッドの張力の明加と矢似の変形が伴わない点や引抜き試験から件られるみかけのせんl析

低抗f{Jの感度などに|則する議論が行われた。

第2セッション座長:矢島寿一(明星大)副座長:井津淳(東京工大)

本セッションでは第 1セッションに引き続き、固化処坦士、流動化処JlHLに関する 4細の発表

が行われた。特に EPSや短繊維混合の効果を検I吋した研究であった。

.EPSビーズ混合改良砂の強度変形特性・金丸太郎(東京理科大)

EPSビーズを混入したセメント改良砂の変形特性について、 EPSil~0量のig響評11l1îを行った

ものである。実験では!的甫砂を用いて、砂のみ、 EPS:忠浦砂=1:1.1:2の三ケースについて比較

している。質疑では過去に得られている豊浦砂のポアソン比と比べて、件られたデータは 1オー

ダ一小さいのでは?との指摘があった。

-短繊維を混入した気泡混合軽量土の変形・強度特性に関する室内および現場実験:小林洋文(前田

工繊)

気泡混合軒以土の変形特性、衝撃吸収特性に対する知繊維ìl~人の効県を室内試験、現場試験か

ら評価した研究である。質疑では、知繊維混合の効果が現れないセメント添加世について議論が

なされた。また、セメント改良砂に知繊維を似合する 1:法は特許関係が厳しいため、十分に配慮
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して研究を進めるよう指摘があった。

-繊維補強した流動化処理土の三軸せん断に伴う損傷特性の検討:市川昌嗣(室蘭工大)

繊維材料として新聞紙を用いた処理士の変形特性について、詳細な三軸試験をおこなった研究

である。新聞紙を用いた場合、物性の変化やアルカリの影響で長期的に問題が生じないかとの指

摘があった。それに対して、実際に'た験は行っていないが、この材料は地下鉄[事の際の埋め立

てなど、深いところに適用する予定であり、アルカリの影響は小さいと考えているとのことであ

った。

-短繊維混合による安定処理した火山灰質粘性土の力学特性の改善:工藤宗治(大分高専)

知繊維を出入した石灰安定化黒ぼくに対して、強度特性やコーン貫入試験を用いたトラフィカ

ビリティの検討を行ったものである。セメントではなく行灰を片jいるメリットについて質問があ

った。会場から、火山灰質七に対しては含まれるアロフェンなどの影響でセメントが効きにくい

ため、石!火や石膏を使う例が多いという意見があった。

第 3セッション座長:宮田喜書(防衛大)副座長:間昭徳(三菱化学産資)

本セッションのテーマは材料特性であり、計 5編(内 GRS -体橋梁について 4編)の研究が

発点された。

-補強土壁モデルによる補強土壁画のクリープ変形の調査と予測:加賀宗彦(東洋大)

補強!:峨をモデル化した宅内実験で補強土壁面の変形の予測に関する実験を行しら出戊してから

24 11与IHJ経過までの壁面のクリープ変形を測定し、そのクリープ変形量を Voi g tモデルや提案

している }Jγ:モデルで予測する}jw'も検討した。この結果、 クリープ変形量は}J学モデルで予測

可能であることが報告され、段附峨ィ;ななど実際、の施I:においてクリープが発仰することがあるが

この現象と今回の実験について、クリープ時間 (241Lylll])、補強材の剛性に|則する質疑応答がな

された。

-繰返し水平載荷による盛土の沈下・土圧増加とジオテキスタイル補強による解決:龍岡文夫(東京理

科大)

IRC I:\X~授と橋桁を A体化したイ本橋梁J と「剛な-休明1M [を段階施工するジオテキスタイ

ル補強 !:(GRS)の擁壁」をキuみfTわせた IGRS一体橋梁」を提案し、室内模型実験を実施した結

果が版行された。 晶体橋梁は大気jlIt変動に伴う橋桁の熱{III縮及び地震荷重により峨lui[:の強制繰

返し水平変牝が生じ、過大なlXドと UE増加が生じることをぶした。これらの問題をジオテキス

タイル補強材が剛で一体の照的irに結合しである GRS .体橋梁が解決することを制作された。

・一体橋梁背後盛土での補強材の壁画工定着の重要性:相津宏幸(東京理科大)

GRS .体橋梁について京|人j模明実験を行った結果が報;与された。盛土が無補強、補強材が壁面

[に41:定石の場合では、壁1M1:の転倒IJ+下端滑動モードが生じる載荷モードでは、IlllUi1:下端が

主働Jj[{lJに押し出されて椛 Lに過大な沈下が生じた。峨1MLド端をヒンジ固定して転倒モードが

生じる E械街モードでは、盛t:の沈ドは若干抑制されたが、残留!:圧が非常に大きくなり、壁面[: 

及び杭1.iJ'ir'il~が出傷する可能性が'1:じた。.方、補強材を峨I(rI I:に定着させた場介では、いずれの

モードでも、盛土の残留沈ドは生じず、高い安定性を示した。

.GRS一体橋梁の気温変動を想定した水平繰返し載荷時の変形特性.平川大貴(東京理科大)

GRS .体橋梁について室内模明実験を行った結果が報告された。壁面工を主働側・受働側に繰
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返し載仰するかどうかの変牝モードの差異は盛土の変形挙動に大きな影響を与えないが、繰返し

変作品えlMittは大きな影響を Ij.える。補強材を壁面J:に定J守する変位振幅量が明加lしても問題が生

じなし】0 ・体橋梁は背面盛仁をジオテキスタイルで補強し、補強材層を壁I(UU'rlfliに定着させる

ことによって高安定化を実現できることが報告された。

-各種補強材の砂盛土からの引き描け特性:錦織大樹(東京理科大)

GRS .体橋梁模型振動千?完験で川いた補強材(リン庁制のグリッド)と陣:々のlfJi分子材料の

グリッド補強材の合計 16稀紅iを川いて砂盛土からの引抜きI試験を行い、引抜け特性を比較した。

品川~， flli 'J~l材の引抜け GRS .休陥梁の模型振動rt実験t底抗は、 1)補強材の(政|析強度とは関連し

ておらず、 2)友面摩擦角と IÚÎ内 ~~~i円借度が増加して縦村氏IÚÎの摩際民抗がWIJJIIすると附加し、 3)

判定村の仰さ及び横材本数がWIJJII して横材 rìÍî面の受動J底抗がWI)Jnすると増加する。 2)の，~因による

ほ抗は :3)の要国による抵抗よりも 111.く発障される傾向にあることなど報告された。

以上 4耐の GRS _o体防法を題材とした研究に対して、変形、剛性の影響、イ<f~富市やジオグリ

ッドなどの適用 t質及び変形係数、íi.::若と非定石fの 1;;~ ~~~())十Ilj主点及び培面ド (11; に 'j.える影響、実

験で実施した載荷繰り返し["1数のな!;どや根拠、土11:分布咋に|刻する質疑応芥がなされた。

第4セッション座長:木幡行宏(室蘭工大)副座長:吉田浩一(前田工繊)

本セッションのテーマは材料作↑'1:・設計法であり、，i"l-1糾tIの研究が発表された。

.A few considerations of pullout test characteristics of geogrid reinforced sand using DEM analysis 

zha昭 Jun(九州大)

flli強 1:の引抜き過程での挙1!)]を粒子レベルで観裂するために DEl¥I解析を行い、解析に必要な

七世パラメータが解析結*に及ぼす;iE枠についてぶされた。また、引抜き試験の DEM解析を実

施し粒子レベルでの特性と 1(制{内な挙動との関連作について版告された。

-ジオグリッドの引張り強度評価のための一斉試験:篠田昌弘(鉄道総研)

;とひずみ速度における引悩りバ験を短数の機関で'だ胞しクランプが与える引張り強度の影響を

，\'H!lI î した。その結果、巻込み引クランプは締め付け}~'!ケラシプと比べ、引張リ強!主の、1;.均値が相

対的にl(:iく、ぱらつきが小さいことが報行された。 PETMi強付の引佐リ強度の統，i!ー解析結果にお

いて、ローラークランプを佐川したi試験結果が実施機関人、 Bで値が児なることについて質疑応

符がなされた。

-地震時における補強土のライフサイクルコストの算定米津豊司(鉄道・運輸機構)

IrlÎJ川 WJ[ IIJ における無補強時 1: と補強盛土の性能を定はがjに評価するために、 I山í~ìll与におけるラ

イフサイクルコストの算定を'j~ J.血した。その結果、，rli-t川 WJIIIJ において補強咋 u二倍卜'('1'1:があるこ

とをノFした。ライフサイクルコストの算出において、住1:U)締回め効果や梢jlj物が壊れた際の社

会[内沼枠!文などについて'('t疑応符がなされた。

-補強盛土の常時荷重条件における限界状態超過確率:石塚真記子(複合技研)

近似角甲山である FORMを川いて標準的な盛 Lの限界状態必過確率の算定をuい、常時侍重条

件において慌 l二の限界状態1CEil1{催中をノIえした。安全性1'R燃について質疑があった。条nを変えて

検什例を附やしばらつきを小さくすることにより安全性m燃を抑えることができる。今後の検討

課題であるとの返答があった。
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第5セッション小竹望(東洋建設)副座長:河村隆(信州大)

本セッションのテーマは遮水・排水・透水であり、計6編の発表が行われた。

・土中に敷設された廃棄物最終処分場キャッピング用複合シートのガス透過性実証実験:西村正樹(大

阪府産業技研)

廃棄物最終処分場閉鎖時のキャッピング材料として用いられる多孔質材料と不織布から成る桜

介シートのガス透過性について室内模射実験および屋外実験を実施している。そして、複合シー

トはガス透過性を有すること実証している。実施 rと模型実験でのモデル化について討議が行わ

れた。

-遮水シートのコンクリート固定メカニズムに関する実験的研究:今泉繁良(宇都宮大)

最終処分場における遮水シートのコンクリート同定工には、最小でも断面として 50cm、F-}jが

必要であることが周定されている。発表では、 50cm平方となった経緯及び現在の問題点が指摘

され、原位置模型実験の結果、固定溝背r(Iiの強度が固定能力に重要であることが強調された。遮

ノkシートの表的i形状について質疑があった。

-ジオテキスタイルの垂直方向通水性能に及ぼす見掛けの開孔径の影響についての検討:島谷文卓

(室蘭工大)

種々のジオテキスタイルに対して a 述の開孔任試験結果に基づいてl試験}j法の検証を行li，版

式開孔径試験において使川するガラスビーズのif，Ji問方法などについて改丹案を示している。さら

に、乾式開孔任試験によって得られる見かけの開孔径の方がジオテキスタイルの垂直方向通本性

能を妥当に評価し 1~fると考えられることをぶしている。

-高温条件下におけるジオシンセティッククレイライナーの遮水性:石森洋行(立命館大)

ジオシンセティックスクレイライナー (GCL)に対して、 20"Cおよび 60"Cの塩化ナトリウム

溶液をJHいたカラム試験結果に基づいて、 GCLの遮水性能に及ぼすiMJ主の影響について検討して

いる。その結果、 IiUIHi条件下の方が漏洩:t(が多いことを示している。制度が異なる場合の透!K係

数の変化、試験liiJ後のベントナイトの成分の進いについて質疑が行われた。

-管理型廃棄物埋立護岸の耐震性に関する数値解析:吉田誠(五洋建設)

遮水シート[:法による作瑚型廃棄物内!JII浩Jrに対して地震応答解析および静的 FEMを併JtJし

たハイブリッド解析を実施し、事前に実施した純明震動実験の挙到jを概ねriJ現することができる

ことを示している。実験反び解析における遮水シートのひずみについて質疑が行われた。

-開商IJトンネル用接着性先防水シートその構造と基本性能評価・伊勢智一(クラレ)

開削トンネルr:法における防水工事に千f効なJ左右性先防水シートがすでに1)日発・実用されている。

本シンポジウムでは、新たに開発された新タイプのシートの詳細な構造、 '1"1:能評価結果および射

場への適用事例について報告されている。大深度での施工などのように大きな間隙水圧が作HIす

る場合への適JlJ性について質疑が行われた。

第 6セッション今泉繁良(宇都宮大)副座長:久保哲也(前田工繊)

本セッションのテーマは、圧密・脱水であり、，iI"3編の研究が先点された。

・袋詰真空脱水法による高含水比土の脱水減容化:河村隆(信州大学)

従来の袋詰IJ)G水法にlfMqlE密を応用したJJ日ノド法の有効性とメカニズムに関する検討である。ジ

オテキスタイル製の袋の内部にプラスチックボードドレーンを設置し、減圧することで脱水減容
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化の効率を向上させる。袋詰真空脱水法は、自重圧密効果、真空圧密効果、吸水蒸散効果および

通気乾燥効果がある。これらの効果により、従米の方法と比較した場合、同じ含水比までの脱本

時間は大幅に短縮できることが示されている。脱水後における Lの利JtIjj法や袋の材料選定につ

いて質問があった。

-マルチドレーン真空脱水法による閉鎖性水域底泥の脱水・浄化システム開発:梅崎建夫(信州大学)

従;，kの閉鎖性水域底泥の脱水・浄化システムに対し、プラスチックボードドレーンと真空ポン

プを川いた簡易的なマルチドレーン真空脱水法の促案である。 ドレーンをIiUTした脱本槽に底泥

を投入し、 ドレーン内を減11:することでドレーン点I白i に t~を付着させて脱本する L法である。底

記の同知により異なるが、 3IL'flHJ程度の脱水で液件:限界の 0.9"-'1.3倍程度まで台本比を低減する

ことができる。また、試計算においては 1[1 300m3の凌諜処聞が可能であり、実用性をイjしてい

ることをノ長している。浄化作用については、 JlSl ノk槽に天然ゼオライトを il~入することで全雫よお

よび全リンの出11¥:止を大幅に抑制できることがぶされている。経済性について質問があった。

-実測データを用いた有限要素法による真空圧密工法の挙動評価:磁野純治(鉄道総研)

試験施工の結-*を!え映させた有限要本法を川いて、本体 rによる軟弱地盤への影枠を事前に予

測lし、施 r:で伴られた実出IJデータをフィードパック解析することで事前に)lJいたパラメータの評

価と解析モデルの妥吋性を検什したものである。解析は 2次l己の土/水連成品'I，;iF叩Ht変形解析を用

いている。長期の予測を)5'1，益した場合、台形モデルを川いることが妥、~であり、フィードパック

解析を実施した結果、実際の沈ド註と概ね一致することがぶされている。フィードパック後の時

間 沈下曲線において、即時沈ド領域のずれや側方流動との関係などについて質問があった。

第7セッション座長:安福規之(九州大)副座長:内村太郎(東京大)

本セッションのテーマは補強盛 L・補強上壁であり、 I汁5編の研究が発点された0

・異なる補強材を用いたジオグリッド補強土擁壁の模型振動台実験:中島進(東京大)

補強材の特性がジオグリッド補強 t~t~ltHf~の地慌時挙動に及ぼす;長特を J予察するために、ポリエ

ステルグリッドとリン白銅版の格子の 2純知を補強材として川いた振動介実験を行った。補強材

の引き抜き特性や倣|析強度、引張り|削性は大きく異なるが、壁1Mに'1:じた残留変位や背l白i地盤の

沈下idはほとんど差がなかった。

-能登半島地震による道路盛土の調査と復旧:久保哲也(前田工繊)

2007年 3月 25日の能枚、|¥lLY地袋により、能性イj料道路で崩壊した 11f.i'ii所のh陸上、および現

地で使われていた 68筒所のジオグリッド補強土防造物について調査を行った。補強仁の変状は

全くなかった。崩壊した盛土も補強1:r:法で復IfIされることになり、本論文ではその[1'の2例を

紹介している。

-補強土擁壁の壁画変位を用いた地震時損傷度評価:井運淳(東京工大)

地震の後に、分古IJパネルを有する補強行世l白iの変形形状を手がかりに、盛土内部の損傷皮fTい

とすべり線の位置を推定する手法を考案し、遠心載前傾引を用いた加振実験で検，i，Eを行った。壁

luiの傾きと補強土壁内部のせん断ひずみの聞には比例関係があり、すべり線が先生するときの下

部パネルの壁面変位と同等のづ|き政き変位量でのづ|き政き瓜抗を用いて、すべり線の位置を評価

できる。
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-二重壁構造をもっ垂直補強土擁壁の現場実験と数値解析:吉田浩一(前田エ繊)

コンクリート壁面材とジオグリッド補強盛土の聞に鉛直の変形吸収層を設けた二重壁構造の補

強土壁の実物大現場実験と数値解析の報告である。 Mohr-Coulomb幸福基準と簡便な非関連流れ

則、初期応}J法に基づく前F的な弾明性解析を行い、壁面材には補強盛土対の 1:圧がほとんど作用

せず、二if({i主構造の擁峨が安定であることなどをぶした。

-定着長を考慮した大型直接せん断試験による補強土の強度発現メカニズム:松島健一(農村工学研)

砂磯上のせん断li!Iが補強材を通過するときのメカニズムを研究する 10年来の研究である。補

強材の周囲では、せん断面が幅を持った領域にわたって悔数発生し、ダイレタンシーによる大き

な膨張を生じる。このため、補強材には大きな張力が先F主し、土を拘点する。本論文では、補強

l:の大型耐iせん断試験において、定体積/定拘点庄の制御に加えて、補強材端部の拘束条件も

['1在に制御できる装間を川いて、より多様な条件ト-で、のせん|析メカニズムをI淵べている。

第 8セッション座長:桑野二郎(埼玉大学)副座長:峯岸邦夫(日本大学)

本セッションは、新J~法・新用途に|期する 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。

-ジオセルにより補強した試験盛土の破壊試験:矢津一樹(八戸工大)

ジオシンセティックスを ¥'f体的に組み介わせたセルに先生上(ローム)を充偵したジオセル補

強仁を川いて実スケールの試験盛士を構築して破壊実験を行い、荷主およひや変位をJ十i~IJすると共

に、その破壊形態の在日然および盛 1: I人Jfl|:の合水比訓ifE等を行った結果について報告がされた。降

!:l:i時の変形挙動やローム材を使用しているので長WJ安定性などについての民間があった。

-ジオセル補強地盤の支持力特性:安食貴章(八戸工大)

ジオセル補強 1:の支持力補強効果について検討するため、簡易立;作)J測定器を川いて実地位に

おいて支持)]，試験をfiい、併せてその補強効果を比較するために、ジオグリッドや昨行などを用

いた各手法についても[1iJ様の実験を行い検討した結果について制民がされた。充填材料の締固め

エネルギーの;必響やセルの高さと強度先現の関係などについての質問があった。

-新潟中越沖地震後のジオセル補強土壁の現地変状調査:奥山道明(八戸工大)

ジオセル補強!:の大規模本千1Mへの適用の l可能性と光ifi材としての現地発生t:ωイl効利用のI'I能

性を実構造物スケールで検什するためにジオセル斜mi補強 u去を川いた施工現場を対象とし、平

成 19'rド 7月に允't:.した新潟県'1'越沖地山後の状態、について調査し、昨年度に行った調査結*と

比較した結果について報告がされた。壁1(li材の紫外線に対する耐光'1"1:や雨水による吸い出しの杉

枠などについて質問があった。

-ジオシンセティックにより補強したため池洪水吐の動的挙動・渡i豊康治(神戸大)

ため池mノ'.1<11上の動的挙到jを明らかにするために、ため池模型の振動実験から、洪水111:の重量、

|崎IJ性、断1(1]形状、およびジオグリッドの有無が動的挙動に及ぼす影響について検討を行った結果

について、報告がされた。模Y判定験では、ジオグリッドを敷設していない部分から崩壊していた

が、実際の現場の場合でも[II]U<に現象が'1:.じるのかなどについて'('[[1りがあった。

-格子ジャケットを用いた河川護岸工事におけるヨシ地下茎保護工法施工例:岡村昭彦(芦森工業)

ジオテキスタイルを利用した軟弱地盤対策 1:法の干重で、格子状に市!lまれた筒状織物(ジャケ

ット)のIt'にl向流動性モルタルを充填して施工を行う格-f-ジャケット ι法をl護岸 L事の取付道路
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架設工事の一部で使用した場合のヨシ地下茎保護に関する実証施工の結果について報告がされた。

環境保全が目的の工法であるが、 工事終了後ジャケットは使い捨てではなく再利用できるのかな

どの質問があった。

-ジオグ小yドの伸び特性を考慮した圧力管曲部軽量スラスト防護工法の水平抵抗力算定手法:津田豊

(神戸大)

ジオグリッドを用いた管路の曲管部のスラスト防護工法において、ジオグリッドの伸び特性を

考慮した水平抵抗力の算定式を提案して、口径 300mmの模擬管路を用いて行った実大規模実験の

結果と比較を行い、提案式の予測精度について検討を行った結果について報告がされた。実現場

に適用する場合に設計上必要な情報(埋戻し材の物性値やグリッドとの摩擦特性など)について

質問があった。

-ジオテキスタイル材料で補強したバラスト軌道構造の性能確認試験.小林幹人(JR東海)

施工性と経済性の向上を目的としてジオテキスタイル素材のネットにパラストを詰めたバッグ

を道床肩部に沿って積上げ積層体としたパラスト止めを新たに提案して、バッグによるバラスト

止めは有道床軌道の耐震補強 Eとして各種性能確認試験を行った結果について報告がされた。既

存枕木の近くまで土のうを敷設した場合、施工時に本線への影響はどうだ、ったのかなどの質問が

あった。
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