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開催報告 

第 26 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 

 
2011 年 12 月 1 日（木）～2 日（金）の 2 日間にわたり、第 26 回ジオシンセティックスシン

ポジウムが室蘭工業大学大学会館多目的ホールで開催され、初の北海道開催となった。またシン

ポジウムに先立ち、前日の午後 2 時から土木研究所寒地土木研究所の佐藤厚子会員の協力により、

同所の苫小牧施工試験フィールドでジオテキスタイルによる補強土壁に関する実験状況の見学会

が開催された。苫小牧施工試験フィールドは、約 25,000m2 の敷地であり、主に冬期土工及び凍

上試験に関する野外実験を行っている。近年、ジオテキスタイルを用いた補強土壁が凍上により

変形する例が報告されていることから、このメカニズムを解明し、その対策工法を提案するため

に、この施設内で、平成 20 年から実物大の模型による実験を行っており、この実験状況を見学

した。参加者は北海道内外から約 10 人ほどだった。見学では、この実験の他に、寒地地盤チー

ムで行っている積雪深とのり面こう配に関する研究や凍上による被害を抑制する排水溝に関する

実験の様子も見学した。同日夕方にはもう一つのプレイベントである「第 5 回フットサル大会」

も開催された。フットサル大会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。 
桑野二郎 IGS 日本支部副支部長による開会挨拶で始まった本シンポジウムは、24 編の研究開

発論文と 6 編の事例報告が 6 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 日目は第 2 セッション終了後に東に本題震災の調査報告がなされ、その後第 3

セッション終了後に JCIGS 表彰式、懇親会が開催された。JCIGS 表彰式の詳細についても IGS 日

本支部 HP をご覧いただきたい。三木博史 IGS 日本支部長の挨拶で始まった懇親会は、間に今回

の室蘭開催にご尽力された木幡行宏先生の挨拶もあり終始和やかなムードで情報や意見交換が行

われた。 
2 日目には第 5 セッション終了後、昼休みを挟み木幡行宏先生による特別講演を頂いた。ご講

演の題目は「ジオテキスタイルフィルターの目詰まり特性」であり、ジオテキスタイルの垂直方

向透水試験に関して、目詰まり特性を正確に評価するための試験方法や、試験結果に基づいたジ

オテキスタイルフィルターの目詰まり特性について詳細に述べられており、多くの参加者は大変

興味深く拝聴していた。 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。

平井幹事長からは事例報告も含め多くの投稿についてお願いがあった。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：安原一哉（茨城大） 副座長：小島謙一（鉄道総研） 
本セッションのテーマは補強土構造であり、4 編の発表が行われた。タイトルと発表者および

発表の概要は以下の通りである。 
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・二層水平排水層簡易モデルとマットレジスタンスによる圧密遅れ：福田光治（熊本地盤情報評

価機構） 
プラスティックボードドレーンの圧密促進効果の簡易的な評価方法について述べたものである。

プラスティックボードドレーンが砂の代替えとして配置されているが、依然、サンドマットも併

用されている点などの、より合理的な構造に対する質疑が行われた。また、提案された評価方法

としては、今後、適用範囲などを明確にして行くことが重要であると考えられる。 
 

・ジオテキスタイル補強土壁における施工中の変形トラブルの原因と対策工に関する数値解析的

研究：許晋碩（神戸大） 

 数値解析を基にした変状した補強土壁の要因評価、補強対策に関する報告である。変状発生前

の状況と設計時の考え方に対する質疑があった。設計時に得られた土質材料の情報と実際に用い

られた土質材料が異なる等の要因が述べられ、調査の重要性および施工管理の重要性について示

された。 
 
・三軸圧縮試験結果に基づく補強土の見掛けの粘着力の評価：王宗建（前田工繊） 

 三軸圧縮試験による補強土の補強メカニズムに関する検討である。Schlosser らが実験により

提案した理論式を、現在、補強土で用いられている樹脂系のジオテキスタイルへ適用することに

ついて、三軸圧縮試験等を行い、評価を行っている。今後、今回実験に適用した材料以外におけ

る検討を行いより定性的な評価が可能になることが望まれる。 
 
・ジオセルとジオグリッドを併用した支持力補強に関する補強効果とメカニズムの研究：佐藤崇

（八戸工大） 

 ジオセルとジオグリッドを併用した支持力補強方法についての報告である。実験条件等に関し

て質疑が交わされた。今後、実施工への適用するにあたっては、地盤種類と補強の関係やジオグ

リッドの適切な配置や経済性を含めた検討、設計法の整備が期待される。 
 
第２セッション 座長：木幡行宏（室蘭工大） 副座長：平川大貴（防衛大） 

本セッションでは、補強土の地震時における信頼性評価、二重壁構造を有するジオテキスタイ

ル補強土壁の耐震性能に関する動的遠心模型実験と数値解析、地盤改良杭でスラブ軌道を支持す

る補強盛土の地震時挙動に関する 4 編の発表があった。タイトルと発表者および発表の概要は以

下の通りである。 
・ジオグリッド補強土の地震時信頼性評価試案：原隆史（岐阜大） 
地震時におけるジオグリッド補強土の内的安定に関して、信頼性評価の試算結果が発表された。

靱性あるいはリダンダンシーの強いジオグリッド補強土構造物の構造的特徴を反映しつつ、合理

的に補強土構造物の信頼性評価を行うためには、補強材強度等のカタログ値と引張り試験結果と

の不整合や不確実性の把握、適切な部分安全係数や目標信頼性指標の設定等への検討が必要であ

る事が示された。 
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・二重壁構造を有するジオテキスタイル補強土壁の耐震性能：動的遠心模型実験：辻慎一郎（前

田工繊） 
動的遠心載荷実験を実施し、二重壁構造を有するジオテキスタイル補強土壁の地震時安定性に

及ぼす壁面工の有無やジオテキスタイルの敷設配置の影響について報告された。検討の結果、引

き抜けが生じない必要敷設長を確保すれば、ジオテキスタイルを不等長配置しても等長配置した

場合と同等な耐震性能を有することが示された。 
 

・二重壁構造を有するジオテキスタイル補強土壁の耐震性能：数値解析：蔡飛（群馬大） 
二重壁構造を有するジオテキスタイル補強土壁の動的遠心載荷実験結果について数値解析を実

施した結果についての発表がなされた。数値解析結果は動的遠心載荷実験結果を精度良く表現で

き、二重壁構造のジオテキスタイル補強土壁は高い耐震性能を有することが示された。 
 

・地盤改良杭の軌道面を支持する補強盛土構造の地震時挙動：坂本寛章（JR 西日本旅客鉄道） 
盛土上にあるスラブ軌道の地震時安定性を向上させるために、ジオテキスタイルで盛土を補強

しつつ、スラブ軌道を地盤改良杭で支持するパイルスラブ式盛土の振動台実験結果が示された。

振動台実験結果から、杭上部への過度な水平慣性力の発生を抑制するために、スラブ版と杭頭部

は非定着とした構造が良いことが発表された。 
 

特別セッション 東日本大震災の被害調査 座長：桑野二郎（埼玉大） 副座長：内村太郎（東京

大） 

本セッションは、2011 年 3 月 11 日に始まる東日本大震災を受けて、ジオシンセティックスに

関連する被害調査や復興技術についての報告、意見交換のため、特別セッションとして企画した。

2編の事例報告論文の他、3件の話題提供をお願いした。 

・北東北地域の補強土壁の 2011 年東北地方太平洋沖地震における地震動及び津波による変状調

査：市川裕一朗（八戸工大） 

 特に青森県南部と岩手県における補強土壁の状況について、調査した結果を報告した。地震動

に関しては、震度５強まではほとんど被害が無く、震度６以上では、健全な補強土壁も多かった

が、2箇所の崩壊が確認された。また、地震動だけでなく、津波による被害もある。浸水により、

大きく機能を失ったものはなかったが、今後、津波に対する安定性も検討課題である。 

 

・東日本大震災により被災した補強土を用いた落石防護擁壁の被災事例：久保哲也（前田工繊） 

 ジオテキスタイルを用いた落石防護擁壁の概要、設計や機能について紹介した後、東日本大震

災で落石を受けた箇所の調査結果が報告された。事後の解析により、落石は、当初の設計落石規

模を遙かに上回るものだったが、擁壁は大きく崩壊することなく、防護機能を果たせた。 

 

話題提供 

・ジオテキスタイル補強土工法普及委員会 調査報告：弘中淳市（三井化学産資） 

 ジオテキスタイル補強土壁 141 箇所（鋼製枠形式：総壁面積約 30,000m2、コンクリートパネル
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形式：総壁面積約 2,000m2）、補強盛土 2 箇所で調査を実施した。調査結果は、構造物としての

被害が大きい場合でも道路への影響は少ない結果であった。これらの被災は天端道路面が舗装前

のコンクリート構造物とのすりつけ部で発生した。その他としては天端道路面のクラック、コン

クリートパネルの目地開きや角欠け等、構造物としての被害は小さい結果であった。 

 

・東北地方太平洋沖地震における補強土壁工法の被災状況：大谷義則（ヒロセ） 

 被災度判定ランクによる被災調査結果に基づき、損傷を免れた多くの事例による補強土壁工法

の高い耐震性能が確認された。設計上想定されていなかった津波による影響にも、損傷レベルが

高い１事例を除き、多くの壁で損傷が軽微であったことから、今後の安定性評価の検証が望まれ

る。また、損傷レベルと補強土体内の浸透水貯留の関係が確認され、補強土における排水性能の

確保の重要性が再認識された。 

 

・震災復興技術に関する報告：毛利栄征（農工研） 

 ため池、堤防などの農業施設の被災と復旧の状況を紹介するとともに、海岸堤防の強化復旧工

法の検討では、越流を前提とした減災の技術として、土のうとジオテキスタイルを用いた案を紹

介した。このような先進的な技術を新たな適用現場に適切に普及していくためには開発者と設計

者（コンサル）が連携することも重要で、経験豊富な学会が中心的な役割を担うことで、社会へ

の適切な技術を速やかに提示することができる。特に、緊急に技術的な判断が行われる局面では、

学会の役割は重要であることが指摘された。  

 

第 3セッション 座長：佐藤厚子（寒地土木研究所） 副座長：中村努（苫小牧高専） 

本セッションは、発砲ビーズや短繊維、固化材等によるに補強に関するテーマおよびジオグリ

ッドのクリープ特性に関するテーマで 6 件の発表がされた。タイトルと発表者および発表の概要

は以下の通りである。 
・発泡ビーズを混入した混合地盤材料の強度変形特性：山中光一（日本大） 

 一軸圧縮試験、三軸圧縮試験および繰り返し三軸圧縮試験の結果から発泡ビーズ混入軽量化土

の強度変形特性に関する発表がされた。また、その結果から発泡ビーズ軽量化盛土の路床や路体

への適用性についても報告があった。発泡ビーズの変形や移動によるせん断面における補強メカ

ニズムに関して質疑が交わされた。 

 

・短繊維混合補強土における補強材混合量の影響：奥山広樹（日本大） 

 関東ロームを試料土として、短繊維補強材の種類や配合量の変化が、補強メカニズムに及ぼす

影響を明らかにすることを目的とし、一軸圧縮試験及び三軸圧縮試験を実施している。一連の試

験結果から供試体寸法の違いが残留強度へ及ぼす影響について報告された。補強材の撹拌方法や

混ざり具合による強度低下やデータのばらつきに関する質問があった。 

 

・繊維材で補強された流動化処理土のせん断特性に及ぼす固化材の影響：木幡行宏（室蘭工大） 

 繊維材で補強された流動化処理土に対し固化材を添加し、その添加量の違いによる繊維材混合
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流動化処理土の強度・変形特性に関する研究であり、固化材の種類や添加量によらず繊維材の転

嫁により脆性的性質の改善が見られたことなどの知見が得られている。実際の用途や長期の強度

特性に関する討議がなされたほか、震災復旧に関連し土嚢への適用に関する質疑も行われた。 

 

・補強材のクリープ強度とその予測：加賀宗彦（東洋大） 

 定載荷クリープ上限降伏値の簡易予測法として段階載荷試験に着目し、その結果報告がされた。

また、段階載荷試験の精度から、一本の供試体によりクリープ破壊強度を推定できる可能性につ

いても示された。載荷時間による上限降伏値への影響や、試験結果のばらつきの影響に関して議

論がなされた。 

 

・施工時の損傷がジオグリッドの引張りクリープ特性に及ぼす影響：松野剛（防衛大） 

 施工時の損傷がジオグリッドの引張クリープ特性に及ぼす影響を室内試験で調べ、損傷レベル

の評価表および信頼性設計に応用する考え方について提案された。時間換算則とジオグリッドの

劣化および損傷レベルとの関連について議論がなされた。 

  

・ポリエステルを母材とするジオグリッドの耐震設計用引張強さ：中村真司（岡三リビテック） 

 ジオグリッドのクリープ試験およびクリープ時の残留強度試験を実施し、ジオグリッドのクリ

ープ特性について現在の設計地の検証と耐震設計用引張強さの割増し係数の提案がされた。地震

時の設計パラメータをクリープ特性を考慮せずに製品郷土からのみ求めることの可能性について

の質疑があった。 

 
第４セッション 座長：熊谷浩二(八戸工大) 副座長：内村太郎(東京大) 

本セッションでは、遮水材の材料特性の評価、測定、品質管理などについて、５編の研究成果

が発表された。テーマや手法が多様で、遮水材料の研究開発の今後の拡がりが期待される。 
・遮水シートの促進暴露試験における光源影響の検討：西村正樹（大阪府産業技研） 

 遮水シートの促進暴露試験で用いられる高原について、サンシャインカーボンアークランプを

使うＷＳ型試験器の代わりに、処理が簡単で他産業でも広く使われているキセノンアークランプ

を使ったＷＸ型の試験器を使うことの影響を、両者を使った試験結果の比較により検討した。 
 
・LLDPE 製遮水シートの折れ曲げ部の品質確認試験：鶴ヶ崎和博（東洋建設） 

 遮水シートが、施工時に折れ曲がって覆土されるなどした場合に、その耐圧力性能がどのよう

な影響を受けるか、水圧膨張試験を用いて検討した。今回実験した載荷応力レベルでは、折れ曲

がり回数や、折れ曲げ載荷時間の影響はなく、遮水シートの性能への影響はなかった。 
 
・箔ひずみゲージを接着した遮水シートの引張り試験：今泉繁良（宇都宮大） 

近年、柔軟性の高い遮水シートの材料が使われるようになったが、遮水シートの変形の測定に

使われる箔ひずみゲージの剛性が、遮水シートに比べて相対的に高い場合、正しい変形が測れな

い可能性がある。本研究では、遮水シートとひずみゲージの剛性が、変形の測定に与える影響を
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実験により評価し、今後の課題を指摘した。 
 

・Long-term performance of geosynthetic clay liners used in acid rock drainage mitigation：

Angelica Naka（京都大） 

 廃棄物や建設残土、鉱山のズリなどを管理する際に、GCL などベントナイトを用いることを想

定し、重金属を含む溶液（ARD）がベントナイトを透過し、吸着される特性について、長期試験

に基づいて検討した。ARD を透水させた場合、GCL の遮水性能が低下する可能性がある。また、

蒸留水でプレハイドレーションすることにより、GCL の性能をより長く維持できる。GCL は重

金属を吸着するがその効果には限界があり、ある時点で破過を迎える。吸着試験の結果と透水試

験の浸出液分析の結果には相関が見られた。 
 
・熱画像検査による遮水シート接合部合否判定のための伝熱シミュレーション：中山裕文（九州

大） 

遮水シートを現場で熱融着する際に、その施工品質を、画像でシート表面の温度分布を測定す

ることで判定する手法について、実験で実証するとともに、数値解析による裏付けを試みた。融

着機の設定温度、融着の速度、材料の物性を考慮したモデルを提案し、シミュレーションを行う

ことで、現場に状況に応じた品質管理基準の設定ができるようになる。 
 

第５セッション 座長：今泉繁良（宇都宮大） 副座長：金子賢治（八戸工大） 

 本セッションでは、遮水・環境に関して、5 編の研究成果が発表された。タイトルと発表者お

よび発表の概要は以下の通りである。 
・海岸保全を目的としたチューブ型袋詰め工の現地試験施工：弘中淳市（三井化学産資） 

・海岸保全を目的とした分割型袋体「砂詰め袋体・セル型グラベルマット」の施工：梶原幸冶（ナ

カダ産業） 

上記 2編の研究は海岸保全を目的とした袋詰め工に関する研究であり、試験施工から得られた

知見が示された。使用実績の多い東南アジア等と比較し、わが国の海岸においてジオシンセティ

ックスの使用実績が少ない理由に関して質疑があった。さらに、袋体の構造や素材に関する議論

がなされた。 

 

・ジオテキスタイルによるダイオキシン類を含む排水処理に関する研究：岡村昭彦（芦森工業） 

ダイオキシン類を含む排水処理に対して、袋詰脱水処理工法の排水処理への適用性を室内試験

から検討している。フィルター層が形成される前の、所期濁りのある排水の有害性とその処理方

法に関して質疑があった。 

 
・ジオシンセティッククレイライナーの透水係数に及ぼす 1,4-ジオキサンおよびビスフェノール

Aの影響評価：石森洋行（国立環境研） 

ベントナイトの膨潤性と遮水性に及ぼす有機化合物の影響評価を目的として、それらの濃度を

変化させた有機化合物水溶液を用い、膨潤試験と透水試験を行っている。汚染物質の吸着や生物
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等による分解の可能性等について質疑応答が行われた。 

 
・ジオシンセティックスを用いた水域浄化フェンスの開発：梅崎健夫（信州大） 

多様な水域における水質浄化を目的とした、水域浄化フェンスを開発し、その特徴、効果およ

び適用例が示された．また浄化剤として天然ゼオライトを用いた試験施工を実施し、結果の報告

がなされた。コストや放射性物質への適用の可能性について議論がなされた。 
 

第 6セッション 座長：丸山修（鉄道・運輸機構） 副座長：峯岸邦夫（日本大） 

本セッションでは、防災に関して 4 編の発表があった。タイトルと発表者および発表の概要は

以下の通りである。 
・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（その３）：佐藤厚子（寒地

土木研究所） 

本論文は、寒冷地でのジオテキスタイルを用いた補強土壁が凍上により発生する変形の対策に

ついて検討を行ったものである。対策としては、置換工法が も抑制効果があり、既設の補強土

壁には断熱材の設置により効果が期待できると報告があった。なお、この論文に対して、凍結深

さの測定方法や断熱材の違いによる影響などについて質疑応答が行われた。 
 

・異常降雨による高速自動車道における切り土斜面の崩壊と対策：安原一哉（茨城大） 

本技術報告は、2004 年と 2009 年に異常な降雨によって高速道路の切土斜面が 13 か所にわた

って崩壊し、交通に支障をきたした災害に対する対応策として表面水と地下水の排水施設の設置、

布団籠マット工法、布団籠枠工法で対応し、2011 年の東北地方太平洋沖地震においても被災しな

かったとの報告があった。この報告に対して、複数の工法を採用した理由などについて質疑応答

が行われた。 
 

・EPS 破砕片混合土の変形特性が衝撃吸収性に及ぼす影響に関する考察：木全卓（大阪府立大） 

本論文は、EPS 破砕片混合土の落下物に対する衝撃加速度低減や支持地盤への衝撃荷重低減に

及ぼす効果について、EPS 破砕片の混入比や衝撃加速度、衝撃荷重の大きさを変化させて行った

実験結果を比較検討したものでる。この論文に対して、加速測定のばらつきやモールドの大きさ

の影響などについて質疑応答が行われた。 
 

・降雨に対する傾斜地盤上盛土の安定性強化の検討：平川大貴（防衛大） 

本論文は、斜面上にある盛土構造物の降雨時安定性を向上させる方法について検討するため地

山境界面を有する模型と有しない模型について室内降雨浸透実験を実施し、盛土の耐降雨性能を

向上させるために、ジオシンセティックス技術他による対応策が重要であることが示された。こ

の論文に対して、盛土の下に敷設してある不織布の長さが異なる理由等について質疑応答が行わ

れた。 
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