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開催報告

第 24回ジオシンセティックスシンポジウム

苫小牧高専中村努

2009年 12月 3日（木）～4日（金）の 2日間にわたり、第 24回ジオシンセティックスシン

ポジウムが（社）地盤工学会 JG S会館で開催された。三木博史 IGS日本支部長による開会挨拶で

始まった本シンポジウムは、 40編の論文が 7セッションにわたって発表され、各セッションとも

熱心な発表・討議がなされた。

1日目には特別講演として小竹望先生（香川高専）のご講演を頂いた。ご講演の題目は、「ジオ

シンセティックスによる海面処分場の遮水技術Jであり、廃棄物海面処分場の遮水性能にかかる

法令や構造規定の説明、いくつかの事例紹介に多くの参加者が興味深く拝聴していた。第 3セッ

ション終了後災害復旧技術委員会の報告がなされ、その後 IGS日本支部賞表彰式、懇親会が開催

された。 IGS日本支部賞表彰式の詳細については国際ジオシンセティックス学会日本支部 HPを

ご覧いただきたい。懇親会は龍岡文夫IGS会長の乾杯で始まり、終始和やかなムードで情報や意

見交換を行っていた。

2日目は 4つのセッションが行われ、最後に平井貴雄幹事長の閉会挨拶で今回のシンポジウム

は幕を閉じた。平井幹事長からは 2010年に行われる IGS選挙、（社）地盤工学会より発行された

「地盤材料試験の方法と解説Jの紹介がなされた。以下は各セッションの報告である。なお、本

報告は行事委員長の内村太郎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 ：毛利栄征 （農工研） 副座長：金子賢治 （八戸工大）

本セッションのテーマは、水理・環境であり 8編の発表が行われた。

－地すベり対策用保孔管の排水効果に関する研究：岡村昭彦 （芦森工業）

ジオテキスタイルを筒状に改良したパイプロジャケットを用いた保孔管の適用性に関して、室内

試験および試験施工によりその効果が報告された。

－遮水シー トエの貫入性能について ：狩野真吾 （DOWAエコシステム）

最終処分場などで使用される遮水シートの信頼性向上を目的とし、さまざまな条件下における

貫入試験を実施し、遮水シートの貫入特性や保護マットの保護性能に関する報告があった。

－廃棄物最終処分場キャッ ピング用ジオコンポジットの斜面部への適用に関する研究 ：西村正樹

（大阪府産業技研）

多孔質シートと不織布から成るジオコンポジットの廃棄物最終処分場のキャッピング材料とし

ての適用に関する研究である。屋外実験の結果から斜面の安定性が報告され、新たな設計法の提

案がなされた。

－固体系廃棄物とジオシンセティックスを利用した湖沼底質からの栄養塩溶出抑制シー トに関す

る基礎的研究 ：及川照靖（茨城大）

湖沼等閉鎖水域における水質悪化の対策としてジオシンセティックスによって吸着素材を挟み

込み、シート状に敷設する工法に関する発表であり、水槽模擬試験によりその効果が報告された。
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－種々の不織布による垂直方向透水性能に関する諸要因の検討：木幡行宏（室蘭工大）

「分離J「ろ過」機能をもっ不織布をフィルター材として土中に敷設する場合について、その垂

直方向透水性能に影響を及ぼす諸要因について検討されている。また、千葉ロームに対する目詰

まり特性についての報告がなされた。

－ジオグリッドを用いた補強地盤の透水特性に関する実験的研究：岩出郁美（神戸大）

ため池の耐震性の向上を目的とし、ジオグリッドを用いた提体の透水特性に関する研究である。

大型三軸セル透水試験装置および大型土相透水試験装置を用いた実験により、ジオグリッドを用

いる効果について報告がなされた。

－袋詰真空脱水法による高含水比土の脱水滅容化（その 2）：梅崎健夫（信州大）

袋詰脱水法（従来法）に真空圧密を応用した袋詰真空脱水法に関する発表がされた。従来法と

の比較により提案された新工法の有効性が報告された。また、効率的な排水面の形状および新た

な施工方法の提案がなされた。

• Eva I uat ion of Ra i nfa 11 Inf i I trat ion and Compaction Effect on Soi 1-Geogr id Interaction 

Behavior : ZHANG Jun （九州大）

ジオグリッドを用いた補強土構造物に対する降雨の浸透および圧密の影響に関する研究である。

降雨の浸透を想定した引抜き試験結果から、降雨の浸透により引抜き抵抗は著しく低下すること

等、新たな知見が報告された。

第2セッション 座長 ：福田光治 （肥後地質調査） 副座長 ：内村太郎（東京大）

本セッションでは、ジオシンセティックスの材料特性、引き抜き試験について、 6編の研究成

果が発表された。

• Shear Strain Di str i but ion in Soi I around Geogr id during the Un I oad i ng-Re I oad i ng Pu 11 out 

Test : Giang H. Nguyen （埼玉大）

補強材の引き抜き試験の除荷～再載荷時のせん断 ・体積ひずみ分布を、模型側面から撮影した

画像による PIV法で分析し、補強材と地盤との相互作用を調べた。また、ピーク引き抜き荷重

時、およびその前後に、地震時の挙動を模擬して、補強材を前後に動かした。せん断ひずみは、

特に横方向部材の上側全部に集中し、横方向部材の前部に体積膨張、後部に体積収縮の傾向が見

られた。

－盛土の引張り補強材としてのジオセルの引き抜き特性：清田隆（東京理科大）

ジオセルを引っ張り補強材として考え、引き抜き時の挙動を実験的に観察した。ジオセルの高

さと敷設長を変えた引き抜き試験により、ジオセノレの引き抜き抵抗は、ジオセルの高さよりも敷

設長に依存することを確認した。また、ジオセルは引張り力を加えた先端から深部に向けて進行

的に変形したが、その傾向は敷設長により異なった。セッションでは、ジオセルのような引張り

に対して変形しやすいものを引っ張り部材として用いることの是非について、質疑が行われた0

・促進ク リープ試験によるジオグリッドの長期クリープ変形量の評価：平川大貴（防衛大）

熱～時間換算則に基づいた補強材のクリープ促進試験を行い、短時間で設計耐周年数に相当す

る長期クリープ変形量を強化する方法を検討した。促進クリープ試験と、従来の一定温度下での

クリープ試験を実施して、両者の比較から、促進クリープ試験の促進性を検証し、ジオグリッド

の材質、構造によらず、両者に高い整合性があることを確認した。
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－補強材を用いた流動化処理土の脆性改善に関する曲げ試験：花津貴文（神戸大）

農業用パイプラインの圧力管曲部にかかるスラストカを支えるために、ジオグリッドと流動化

処理土を組み合わせて曲げ部材を形成する工法について、その曲げ試験を実施して補強材を流動

化処理土供試体の周囲に配置した場合、内部に配置した場合、および寸切りボ、ルトで下部に補強

した場合の、それぞれの効果を検討した。

－繊維質材で補強された流動化処理土の圧密周せん断特性：グェンコンザン（室蘭工大）

繊維質材料（新聞紙を綿状にしたもの）で補強した流動化処理土の圧密試験、圧密非排水三軸

圧縮試験を実施した。繊維質の添加により、圧密降伏応力の増加と、脆性的性質の改善が認めら

れた。

－ジオグリッドを併用した廃ガラスリサイクル粗粒材料の締固め：三上大道（東京大）

廃ガラスを、砂磯の代替材料として埋め戻し土や盛土に適用する際に、ジオグリッドを敷設し

て、その締固めの効率を上げる方法について、大型モールドを用いた静的な室内締固め試験で、

検証を行った。しかし、今回の試験条件下では、締固め度の改善効果は 2～3%程度で、限定的

？ミっTこ口

第 3セッション 座長：毛利栄征（農工研） 副座長：小島謙一（鉄道総研）

本セッションは、地震や降雨などの災害をキーワードに補強土擁壁の健全度の評価方法や被災

および復旧状況、ジオシンセティクスによる補強効果に関する論文 5編により構成された。今後、

災害に対する性能の他、被災した構造物の安定性の評価が重要となり、復旧の程度も異なってく

る。定量的で、かっ低コストな評価法を具備した構造物が要求されると考えられる。

－小型起振器を用いた補強土擁壁の健全度診断法の開発：大村寛和（鉄道総研）

非常にコンパクトな起振器を用いて補強土擁壁の健全度を評価する試みである。何で評価すれ

ばよいのか、管理値はどのように設定すればよいのかなど、近年の土木構造物のメンテナンスが

重要視される中、活発な討議が行われた。

－能登半島地震の復旧で施工したセンサ一機能付き補強土工法：久保哲也（前田工繊）

2007年に発生した能登半島地震で被災した道路盛土の復旧に際して施工された補強盛土の観

測事例である。設定したすべり線の意味や設計の考え方についての質問があった。また、山間部

の盛土の特徴である水の影響についての質問もあり、改良土の透水係数や排水層に関して議論が

交わされた。

・二重壁を有する補強土壁の地震後の状況と補修：王宗建（前田工繊）

壁面部と本体部の 2重構造による補強土壁の岩手・宮城内陸地震での被災状況とその補修に関

する論文である。本構造におけるメカニズ、ムや壁との締結方法、表面は探査結果による評価につ

いて、質疑が行われた0

・ジオテキスタイルによる道路盛土の天端一体工法の多様化に関する検討：常田賢一 （大阪大）

天端を補強する工法と人工基盤として盛土内部の基礎部を強化した工法を加えた考え方を提案

し、その耐震性等について検討している。人工基盤部における断面形状の設定方法や水に対する

処理方法について討議が交わされた。

－斜面崩壊防止対策工としてのジオシンセティクス補強法の役割と検討方法：福田光治（肥後地

質調査）

熊本における斜面や擁壁の現状について整理し、ジオテキスタイルによる補強について検討を
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行っている。本セッションではたびたび議論となった水の処理やその設計おける考え方について

議論が行われた。

第4セッション 座長 ：安福規之 （九州大） 副座長 ：小竹望（香川高専）

本セッションのテーマは構造体の応用であり、ジオシンセティックスを用いた袋体、土嚢など

の形態によって構造体を補強する技術への取り組みに関し、模型実験や現場計測の結果、適用事

例などの研究成果が発表された。発表内容と議論の要約は以下に示すとおりである。

• D・BOX工法による超軟弱地盤対策および環境振動対策：松岡元（名工大）

D・BOXと称する箱状連結型の砕石入り土のうについて、材料構造の特徴と施工方法の説明が

あり、適用事例が 2件報告された。 D・BOXを用いた軟弱地盤上の道路建設工事において圧密促

進によって支持力を短期間に増大できたこと、また防振効果に関わる実験結果と重車両を用いた

交通振動低減の実測結果が報告された。

－鉄道バラスト用ジオテキスタイル製網目袋の性能確認試験：小林幹人（JR東海）

ジオテキスタイル素材のバラスト詰め網目袋（ジオテキバッグ）を道床肩部に積層体として設

置する構造に関し、ジオテキバッグの基本性能確認のために実施した三軸圧縮試験、耐切創性試

験、耐紫外線性試験の結果が報告された。網目袋を用いる効果などについて質疑応答があった0

・土嚢積層システムを適用した補強堤休の実物大振動実験ー水平および傾斜した土嚢積層構造の違

いと耐震メカニズム－：松島健一（農工研）

土嚢積層システムを適用した補強ため池堤体の実物大振動実験の結果が発表された。水平積み

より背面側に傾斜したタイプの方が土嚢聞に滑動破壊が生じにくく耐震性が大幅に向上すること

が報告された。堤体補強を目的とする土嚢の積層形態に関して議論があった。

－ジオグリッドを用いた軽量スラスト防護工法の現場実証試験：泉明良（神戸大）

圧力管曲部に作用するスラストカの対策工法として提案したジオグリッドを用いた軽量なスラ

スト防護工法を、サイホン部緊急布設替えの施工に採用した事例が報告された。管内水圧、周辺

地盤の土圧、ジオグリッドの発生ひずみの計測結果から、提案工法の有効性が報告された。受働

抵抗を効率的に得るジオグリッドの設置位置に関して議論があった。

－補強流動化処理土を用いたパイプラインのスラスト防護工法に関する水平載荷模型実験：奥野

哲史（神戸大）

パイプラインのスラスト防護工法として、ジオグリッドで補強した流動化処理土を埋戻し材に

用いる工法に関する水平載荷模型実験の結果が報告された。模型パイプ。に作用する水平荷重と水

平変位の計測結果から、補強材が流動化処理土の有する脆性的性質を改善し、受働抵抗力の増加

に寄与することが報告された。

第5セッション 座長 ：古関潤ー（東京大学）副座長 ：牽岸邦夫（日本大学）

本セッションのテーマは第 4セッションから引き続き構造体への応用であり、計5編の発表が

行われた。

－セメ ント改良機土とジオグリッドを用いた液状化地盤上および軟弱地盤上の盛土構築方法：渡

辺健治（（財）鉄道総合技術研究所）

セメント改良磯土とジオグリッドの複合材料について強度特性および提案する設計手法の評価

のために載荷試験、振動実験を実施し、その結果より液状化地盤上あるいは軟弱地盤上における
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盛土構築方法の考え方、設計法などについて検討している。機土は、セメントを混入しなくても

十分強度が得られるのではないか、などの質問があった。

－ジオコンポジットの河川堤防侵食抑制効果に関する水路実験：宮田喜書（防衛大学校）

多自然型河川環境整備技術の一つであるジオコンポジットを敷設して地盤材料を空隙に充填さ

せ植生を行った侵食防止技術について、 16mの実験水路を用いた耐侵食実験を異なった流速で行

い、侵食メカニズムの検討とジオコンポジットの耐侵食性能の評価方法について提案をしている。

実験時の流速が通常の実験より低いのではないか、などの質問があった。

・エネルギー吸収ネットを用いた既設落石防護柵の機能向上に関する現場実験と数値解析：辻慎

一朗（岐阜大学）

既設落石防護柵の山側背面に可能吸収エネルギー以上の落石エネルギーを減衰させるための繊

維製エネルギー吸収ネットを設置した既設落石防護柵の機能を向上させる対策法について、現場

実験や数値解析を行った結果について報告している。解析時に設定した岡IJ性の数値についての質

問があった。

• Ground deformation induced by combination of vacuum pressure and surcharge I oad : Chin 

Yee ONG （佐賀大学）

ジオシンセティックスドレーン材を用いた真空圧密排水工法において、真空圧と載荷荷重を組

合せた場合の粘性土地盤の変形特性について室内大型モデ、ノレ試験および有限要素法解析を行い検

討し、真空圧と載荷荷重の併用により、載荷荷重と真空圧の比および載荷荷重の載荷速度の増加

に伴い、地盤の側方変位量が増加することを確認し、その結果について報告している。

－ジオテキスタイルとジオセルを用いたマットレス工法の実物大繰返し載荷実験：佐藤雄太（八

戸工業大学）

ジオセルとジオテキスタイル用いて構築した幾つかのマットレス状構造物の安定性を確認する

ため、実物大のマットレス状構造物上に荷重車両を走行させ繰返し実験を行い、その結果につい

て報告している。ジオセルとジオテキスタイルで、補強に関する役割の仕組み（分担）はどのよう

になっているのか、などの質問があった。

第 6セッション 座長 ：八嶋厚 （岐阜大） 副座長 ：宮田喜書 （防衛大）

本セッションでは、ジオシンセティックス補強土壁に関する研究成果が発表された。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。旧来の技術をベースに新しい構造形

式を有する補強土壁の開発が各方面で実施されている。工法の妥当性を模型実験などで検証する

ステージから、設計法の確立を経て、実用化に至るステージまでには様々な観点からの技術的検

討が必要になる。関連研究分野での更なる成果が今後も期待される。

• GRS一体橋梁の特徴と開発経緯：龍岡文夫（東京理科大）

GRS ( Geosynthetic-Reinforced Soil)一体橋梁の特徴と開発経緯について発表がなされた。施

工順序やコスト ・パフォーマンス、鉄道分野以外に応用する場合の課題などについて議論がなさ

れた。

－盛土をジオグリッド補強したイ ンテグラルブリッジの常時及び耐震性能に及ぼす構造諸条件の

影響：相馬亮一（東京理科大）

GRS一体橋梁の常時及び耐震性能の影響を模型実験で調べた結果が発表された。セメント改良

を併用する意義や水平土圧と補強材力の関係などについて議論がなされた。
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• GRS一体橋梁（実物大試験）の施工と動態計測：田村幸彦（複合技研）

GRS一体橋梁の実物大試験における施工と動態計測結果について発表がなされた。施工・計測

の詳細と、計測結果の解釈、今後予定されている載荷実験などについて議論がなされた。

・GR S一体橋梁の設計方法に関する一考察：白仁田和久（鉄道総研）

GRS一体橋梁の設計方法について発表がなされた。橋梁部の構造計算の詳細、常時と地震時の

設計の基本的考え方、補強材ばねの上限値の設定などについて議論がなされた。

－巻き込み拘束効果を活用したジオテキスタイル両面盛土工法：藤井俊逸（藤井基礎設計）

巻き込み拘束効果を活用したジオテキスタイル両面盛土工法について発表がなされた。巻き込

み部の局所安定性を検討する必要性など設計の考え方について議論がなされた。

－建物敷地におけるジオセル補強土壁の施工事例：鈴木利和（フジトレック）

建物敷地におけるジオセル補強土壁の施工事例について発表がなされた。技術の適用限界（壁

高さ）、火災時の安定性、景観性におけるアドバンテージなどについて議論がなされた。

第7セッション 座長 ：熊谷浩二 （八戸工大） 副座長 ：中村努 （苫小牧高専）

本セッションのテーマは第 6セッションに続き補強土壁であり、計 5編の研究が発表された0

・鉛直荷重を受ける補強土擁壁の変形・破壊機構：石井健嗣（名工大）

鉛直荷重を受ける垂直補強土擁壁について 2次元モデ、ル実験と数値解析を実施し、ジオシンセ

ティックスによる補強効果を検討した発表である。補強材の枚数の違いによる補強効果の変化に

関する討議がなされた。

－ジオテキスタイルによる補強土壁の凍上対策に関する屋外土槽実験：佐藤厚子（土木研究所）

ジオテキスタイルを用いた補強土壁における凍上対策の確立を目的とし、 5種類の実物大模型

の凍期間の観測結果が発表された。盛土材料を砂利等に置き換えることによる凍結深さの変化に

関する質問があった。

－杭を有する補強土壁の動的遠心模型実験：原隆史（岐阜大）

大きな靭性を持つ補強土とたわみ性に富む鋼杭を一体化させた新たなハイブリッド構造の動的

遠心模型実験と数値解析による斜面上の盛土の耐震対策について検討に関して発表された。補強

材の受け持つ効果や他の工法との併用について討議がなされた。

－補強土擁壁の耐震性に関する室内模型実験と数値解析：辻慎一朗（岐車大）

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

強土壁の室内振動実験と数値解析の報告である。二重壁構造のメリット、施工時の問題に関する

質問があった。

－ジオシンセティックス補強土壁のシステム冗長性を考慮した信頼性解析法：宮田喜書（防衛大）

一層のジオシンセティックスが分担する補強領域を構造要素と定義し、各構造要素の複合的な

破壊が全体破壊につながるという考えに基づいた新たな信頼性解析法の提案がなされた。本解析

法の位置づけや適用方法に関する質問があった。
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