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Before pursuing the Ph.D. degree in Japan, I have worked as an engineer for two years in Changjiang 

River Scientific Institute (中国長江科学研究院) for 2 years. During that period, I have participated in the 

South-to-North Water Diversion Project (南水北調プロジェクト , Presently China’s largest water 

resource project).Therefore, I got the opportunity to get involved in the study on the reinforcement of the 

expansive soil slope with Geosynthetics involved in the project. As a kind of economical and effective 

Geosynthetics, Geogrid shave been widely used in the reinforcement of the expansive soil slopes. During 

the period, I mainly focused on the evaluation of the reinforcement performance of the Geogrids and its 

long-term strength assessment. 

 

Thereafter, I have fortunately gotten the funding by 日本文部科学省 to pursue my Ph.D. study in the 

Geotechnical Research Group of Kyushu University, which is led by Prof. Yasufuku. The group offers us 

an open and exciting academic atmosphere to study the research topics that we are interested in. My Ph.D. 

research is about the environmental-friendly method to improve the dredged slurry with the plastic drain 

board (PDB). There is large amount of dredged slurry with high water content and low permeability around 

the world. Meantime, the lack of the filling material also raises our concerns. Therefore the effective 

utilization of the dredged slurry as a filling resource is of important significance. One of the major 

problems encountered in the engineering application is the long-term consolidation time of the slurry 

when no effective improvement measures are taken. Generally, there are several approaches to improve 

the very soft slurry, for example, solidification, typically mixing slurry with the cement, surcharge or 

vacuum preloading. With respective to the solidification method, there are increasingly social concerns 

about the environment problems induced by the solidification method. What is more, the strikingly high 

cost also hinders its widespread application. For the latter two preloading methods, as the initial strength of 

the dredge slurry is very low, leading to many operational difficulties. In my study, the idea of utilizing 

PDB drained system by siphon method was proposed to accelerate the consolidation process. From bottom 

to top, layer by layer, take the most advantage of the potential energy and its high water content of the 

slurry without consuming any power at the initial stage. Subsequently, when the slurry obtains certain 

strength by siphon suction, the preloading was applied to further improve the strength of the slurry. Its 

potential engineering application is illustrated in the Figure below. It may provide an alternative to dispose 

and utilize the dredged slurry in a more environment-friendly, energy-saving manner. 

 

In the past 2.5 years, I have been favorably supported by our group to attend many international 

conferences. It is very effective approach for sharing my research experience with colleagues from all over 

the world and keeping the track of the new trend relevant to my research field. Also, I have learned a lot 

from the Japanese-style attitude to the job. What impresses me most is the Japanese-style“改善”, 
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attempting to make everything improved all the time. Through the oversea study, I got the chance to work 

and study with a lot of people all around the world and get more familiar with different cultures. All of the 

experience above could be my invaluable treasure for a life time. 

Last but not least, I would like to thank the Japan chapter of the International Geosynthetics Society for 

offering the valuable opportunity to make this paper available.  

 

 

以下 和訳 

 

私のジオシンセティックスに係る研究歴 

 

日本で博士課程を修了する前に、私は二年間 Changjiang River Scientific Institute（中国長江科学研

究院）でエンジニアとして働きました。その期間、私は the South-to-North Water Diversion Project（南水北

調プロジェクト：現在の中国における最大の水資源プロジェクト）に参加しました。そのプロジェクトに係る

案件で広大な斜面の補強土の研究に関与する機会を得ました。経済的で効果的な何種類かのジオテキ

スタイルやジオグリッドが広大な土の斜面の強化で広く使われています。業務期間中、私は主にジオグリ

ッドの補強効果や長期間の耐久性の評価に注力しました。 

その後，私は幸いにも日本文部科学省から資金援助を受け博士課程に進み、九州大学の地盤工学

研究グループで安福教授のご指導を受けることとなりました。九州大学では，学術的にたいへん興味の

持てる研究の場を与えていただきました。 

私の博士課程の研究はプラスチックボードドレーン（PDB：the plastic drain board）で浚渫スラリーを

改良する工法で、環境に適合した工法の研究です。浚渫スラリーは高含水比で透水性も低く世界中に

存在します。盛土の計画が進むにつれて盛土材料が不足します。浚渫スラリーを盛土材へ適用するため

の改良技術の開発は、とても有意義です。技術的な背景からの重大な課題として、浚渫スラリーは圧密

時間が長いことです。 

通常、浚渫スラリーの改良法としていくつかの方法があります（たとえば、固化処理やセメント混合改良、

プレロード工法による荷重の載荷や真空載荷することによる荷重載荷）。 

それぞれの固化工法は環境への問題点が増えることが予測されますし，プレロード工法には初期投資
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が必要となります。 

プレロード工法や真空圧密工法は浚渫スラリーの初期強度が非常に小さいため、工法を進めるうえで

多くの問題点が生じます。 

私の研究では、PDB の排水システムをサイフォンのようにして利用することで、圧密を促進させることが

できます。 

初期に何のエネルギーも与えることなく底面から上面へと層毎に高含水比の浚渫スラリーを改良しま

す。それ以降は、サイフォンのようなサクション効果により初期の強度を得ることができ，プレロード工法と

の併用でスラリーの強度がさらに向上します。この技術を下図に示します。 

浚渫スラリーを捨てる他に環境に配慮し、省エネルギーの工法で有効利用することができます。 

 

その後 2 年半の間、私は多くの国際会議に出席するために研究室の皆様から支援をいただきました。 

世界から参加する仲間たちとの意見交換は私の研究にとってたいへん有効でした。あわせて、自分の研

究領域に新しい考え方を取り込みながら方向性を維持することができました。 

 

私は仕事に向かう姿勢で多くの日本的な事柄を学ぶことができました。なかでも印象的なのは日本的

な『改善』で、常にどんな事柄に対しても向上するように努めることです。 

さらに海外から学んだこととして、世界中の人々から多くの業績を知り学ぶ機会を得ると同時に、異なる

文化も知ることができました。これまでの経験の全ては私の人生でかけがえのない宝物です。 

 

最後に、本稿の執筆の機会を与えていただきました IGS 日本支部に御礼申し上げます。 

 

（訳：IGS 日本支部編集員会 桝尾） 

 

39




