
ジオシンセテイックス技術情報 2016.3 

開催報告 

第 30 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 

 

平成 27 年 12 月 3 日（木）～4 日（金）の 2 日間にわたり、ジオシンセティックスシンポジウ

ムが第 30 回記念大会として地盤工学会ＪＧＳ会館で開催された。三木博史 IGS 日本支部支部長

による開会挨拶で始まり、三木支部長からはジオシンセティックス学会のこれまでの経緯から将

来の進むべき方向性について述べられた。本シンポジウムは、24 編の論文が 6 つのセッションに

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 1 セッション終

了後昼休みを挟み、海外から 2 名の講師をお招きし、特別講演をいただいた。Dr. Guda Venkatappa 

Rao （IGS インド支部 名誉会員、 元支部長）からは「Three Decades of Geosynthetics in India」の

題目で、Dr. Nguyen Hoang Giang （IGS ベトナム支部長、 ハノイ土木大学）からは「Situation of 

Technology and Market of Geosynthetics in Vietnam」の題目で多くの参加者が聴講し、第 30 回記念

大会の特別講演は大盛況であった。 

その後、第 2 セッション終了後には Dr. Guda Venkatappa Rao によるインドで開催予定の国際会議

GeoAsia16 の紹介があった。引続き行われた JCIGS 表彰式の後に、場所をホテルベルクラシック東

京に移し懇親会が開催された。懇親会では多くの参加者が親睦を深めるとともに、活発な意見交

換が行われていた。2 日目は午前と午後をあわせて 4 つのセッションが行われ、最後に平井貴雄

IGS 日本支部幹事長の閉会挨拶で今回のシンポジウムは幕を閉じた。平井幹事長からは今回の 30

回記念大会への参加のお礼に加え、次年度は地方開催も計画中であり、多くの投稿についてのお

願いがあった。また、インドで開催予定の GeoAsia16 への参加の呼びかけがあった。 

以下は各セッションの報告である。 

 

＜各セッション討議概要＞ 

 

第１セッション 構造１  座長：川邉翔平（農村工研） 

本セッションのテーマは構造であり、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。 

 

・2種類のジオテキスタイルの引抜き強度特性の現場比較実験：野並賢（応用地質） 

原位置でジオテキスタイルの現場引抜き試験を実施し、作製方法の異なる同等な 2 種類のジオ

テキスタイルの引抜き強度特性を比較検討している。引抜き強度は作製方法により異なり、ジオ

テキスタイルと土のかみ合わせ効果の違いにより格子交点一体型の方が接着型よりも大きいこと

が明らかとなった。 

 

・砂・礫盛土に敷設した改良型ジオセルとジオグリッドによる補強土擁壁の振動台模型実験：

Christian HAUSSNER（東京大） 

 縦材を引抜き方向に配した改良型ジオセルと、二種類のジオグリッドを用いた補強土擁壁の地
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震時安定性を、振動台模型実験により検討した。盛土材として砂と礫を用いた。改良型ジオセル

により補強された擁壁模型は、盛土材粒径の違いによらず、他の擁壁模型と比べて高い耐震性を

示した。 

 

・EFFECT OF PRESTRESS IN GEOGRID ON STIFFNESS OF CONFINED- REINFORCED 

EARTH：Ho Manh Hung（埼玉大） 

 ジオグリッドにより補強された路床の剛性が、ジオグリッドへのプレストレスの導入にどのよ

うな影響を受けるかについて、室内模型実験を実施し調べた。ジオグリッドを延伸させた状態で

補強体に強制段差を生じさせたところ、延伸量に応じて沈下特性に大きな違いが見られた。 

 

・INFLUENCES OF GEOGRID STIFFNESS AND ITS APERTURE SHAPE ON LOAD-SETTLEMENT 

BEHAVIOR AND SURFACE DEFORMATION OF REINFORCED SAND：Aung Aung Soe（埼玉大） 

 四角形目合いの二軸ジオグリッドあるいは三角形目合いの三軸ジオグリッドを一層敷設した砂

地盤の支持力・変形特性を円形板の模型載荷試験により調べた。補強に用いたジオグリッドの種

類により、支持力特性と地表面沈下の分布に顕著な違いが現れることが明らかとなった。 

 

第２セッション 防災・水理 座長：橘伸也（埼玉大） 

本セッションのテーマは防災・水理であり、6 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。 

 

・廃棄物埋立地盤中の軟プラスチックが有する補強効果に関する基礎的研究２：川井晴至（前田

建設） 

傾斜した地山上に堆積した廃棄物埋立地盤を大型土槽内に再現し、軟プラスチックが連続的に

存在する廃棄物連続ケースと、不連続面を設けた廃棄物不連続ケースの比較実験を行った。その

結果、可動壁の移動に伴う側方応力の開放時には、廃棄物連続ケースは安定した状態を保持した

のに対し、廃棄物不連続ケースでは変形が収束しなかった。  

 

 

・ジオシンセティック補強によるアップサイクルブロック構造盛土の耐津波性に関する実験：植

田裕也（大阪大） 

東北地方太平洋沖地震で発生したがれき残渣を有効活用するため、残渣をブロック状の固化体

にした盛土材（アップサイクルブロックと呼ぶ）が開発された。本研究では、この盛土材を使用

することで、盛土の耐津波性の向上効果を期待し、その向上策としてジオテキスタイルによるブ

ロック一体化の適応の検証を行った。 

 

・GRS 防潮堤の耐越流特性の検討：深津圭佑（東京理科大） 

東北地方太平洋沖地震以後、津波に対して粘り強い防潮堤の構築の検討がなされている。本研

究では、高さ 100 mm の防潮堤の構造形式を変えた模型を作製して越流時の侵食に対する抵抗性

を検討した。その結果、盛土の上に砕石とパネルを被覆した防潮堤、補強材とパネルが未結合の
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GRS 防潮堤が耐越流特性が向上した。 

 

・津波横荷重を受ける GRS 一体橋梁橋台の室内静的水平載荷実験：川邉翔平（農村工研） 

本研究では GRS 一体橋梁橋台に津波波力が作用することを想定した室内実験を実施した。実験

結果から、補強材により橋台背面と背面土との間の摩擦力が増加、または維持され、津波横荷重

に対する抵抗性向上が期待できることが分かった。また、橋台に作用する外力と橋台背面の作用

力との関係について検討した。 

 

・GRS 河川堤防における越流・浸透に対するジオグリッドの目合いの効果について：倉上由貴（東

京理科大） 

GRS 河川堤防の越流・浸透特性に対する適切な堤体材料やジオグリッドの目合いの大きさの影

響を小型室内実験により検討した。その結果、ジオグリッドの目合いの大きさを 4D50 程度にする

ことにより、GRS 河川堤防の耐越流侵食性が大幅に向上するとともに、耐浸透向上策にもなり得

る可能性があることが示唆された。 

 

・ジオセルを用いた防潮堤基礎地盤の洗掘対策に関する実験的検討：小山直輝（八戸工大） 

本研究では、開水路水槽と地盤模型を用いてジオセルによる防潮堤裏法部の洗掘対策手法につ

いて水理実験を行った結果、防潮堤法尻部の地盤洗掘対策には、ジオセルを用いる手法が有効な

ことがわかった。また、根固めブロックを敷設する場合でもジオセルを用いて補強した地盤上に

設置する方が信頼性が高まることが確認された。 

 

第３セッション 混合材料 座長：辻慎一郎（前田工繊） 

本セッションのテーマは混合材料であり、5 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。 

 

・発泡ビーズ混入軽量化土を用いた路床の弾性係数に及ぼす湿潤密度の影響：山中光一（日大） 

 発泡ビーズ混入軽量化土は、圧縮性の高い発泡ビーズが混入されていることから、合理的に舗

装の設計を行うためにも設計定数を明らかにさせる必要がある。そこで本研究では、 多層構造解

析プログラムを用いた舗装の構造解析を行い、発泡ビーズ混入軽量化土の特徴である密度の変化

が、構築路床として用いた際の弾性係数に及ぼす影響について考察を行った。 

 

・繊維–粒子複合材料を対象とした繊維材料の変形挙動に関する実験的考察：宮本慎太郎（九州大） 

 本論文では、繊維-粒子複合材料の構成モデルの構築を目的として、粒状材料内での繊維材料の

変形挙動を明らかにした。結果より、繊維材料の変形挙動は完全弾塑性的な挙動に簡略化して評

価できることを示した。さらに、繊維材料の変形は粒状材料の変形とひずみエネルギー増分が同

等となるように進行することを考察した。 

 

・低アルカリ固化材を添加した連続繊維補強土の性能評価：石垣幸整（日特建設） 

 本研究では、安定性の更なる向上のために低アルカリ固化材を添加した連続繊維補強土の性能
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評価を試みた。その結果、緑化性能に悪影響を与えない範囲の 1～2％の添加量でも、実用上問題

の無い耐久性を確保しつつ、低応力下でのせん断強度を増加させ、浸水に伴うせん断強度の低下

を低減できることが明らかになった。 

 

・短繊維混合処理土の強度・変形特性に及ぼす繊維長の影響：古賀新太郎（福岡大） 

 本研究では、短繊維材料混合に伴う液状化抑制効果向上を検討するにあたり、短繊維の繊維長

に着目し、一軸圧縮試験及び曲げ試験により強度・変形特性に及ぼす影響を明らかにした。また、

一定の繊維長により液状化抑制効果を向上させることを明らかにした。 

 

・再生路盤材料の工学的特性と短繊維混合による変形抑制効果：平川大貴（中央大） 

再生材料(破砕コンクリート)を路盤材に用いた As舗装を対象とし、交通載荷作用時での路盤の

残留変形性を調べるとともに、一般道を対象とした路盤の補強方法として短繊維混合補強技術の

有効性を実験的に調べた。この結果、短破砕コンクリート路盤を有した As舗装に対して短繊維混

合土技術は掘削・埋戻しが可能な路盤補強方法として有効であることを確認した。 

 

第４セッション 環境  座長：熊谷浩二（八戸工大） 

本セッションのテーマは環境であり、3 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。 

 

・水中の窒素・リンに対する吸着機能紙の開発：河村隆（信州大） 

 富栄養化対策を目的に、水中の窒素およびリンを吸着除去するゼオライト機能紙（Z500 紙、陽

イオン吸着）および PAdeCS（パデックス）機能紙（P260 紙、陰イオン吸着）を開発した。吸着

試験の結果に基づいて、Z500 紙、P260 紙の順でそれぞれ単独で用いた後に中和処理することの

有効性を示した。 

 

・ベントナイト系遮水シートと土の摩擦特性に関する実験的検討：佐々木貴（北見工大） 

 本研究ではベントナイト系遮水シートを使用するため池堤体の安定性評価に資する実験データ

を得るため、実際に改修堤体内でシートに作用する低応力下でのシートと土の摩擦抵抗や、シー

ト内のベントナイトの変形特性などについて、一面せん断試験装置を用いて詳細に検討している。 

 

・遮水シート熱画像検査法における閾値温度推定のための伝熱モデルに関する研究：中山裕文（九

州大） 

接合時の遮水シートの伝熱挙動をモデル化し、計算によって合否判定のための閾値温度を導出

することを試みた。熱電対を用いて遮水シート接合時の融着面温度、表面温度を計測し、接合部

断面の伝熱現象を把握し、伝熱モデルを構築し、閾値温度の計算を行った。実験値と計算値はよ

く一致しており、モデルの妥当性を確認した。 

 

第５セッション 凍上 座長：木幡行宏（室蘭工大） 

本セッションのテーマは凍上であり、3 編の発表が行われた。タイトルと発表者および発表の
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概要は以下の通りである。 

 

・ジオシンセティックス排水材を利用した小段排水溝の施工性および通水性能の改善と耐凍上性

の強化：中村大（北見工大） 

本研究では、施工性の改善を目的として、排水材のみで小段排水溝を作製することを試みた。

また、排水溝の断面形状を工夫することで、通水性能を従来の U形排水溝と同程度にまで改善し

た。そして、いずれの排水溝でも凍着凍上現象による持ち上がりを防げることを確認した。 

 

・補強土壁内でジオセルと連結されたジオグリッドの耐凍上性評価：川口貴之（北見工大） 

本研究では、屋外に構築した試験土槽内にひずみゲージを貼り付けたジオグリッドを敷設して

凍結融解挙動を観察するとともに、小型の室内試験土槽を用いて張力や拘束圧が作用した条件下

でのジオグリッドの凍結融解挙動についても調べた。更には、既設の補強土壁内からジオグリッ

ドやジオセルを採取して引張試験等を実施した。 

 

・ジオセルと断熱材を用いた切土凍上抑制工法の原位置試験：橋詰豊（八戸工大） 

八戸地域は凍上作用を受けやすい高館ロームが多く堆積している。本研究では 7種類の凍上対

策工を施工し、原位置試験を行った。試験結果より原地盤の熱伝導率を算出し、解析により断熱

層の厚さを誘導し、その整合性を確認した。その結果、断熱層の厚さ算出方法と、断熱材を用い

ない対策工法の可能性を確認した。 

 

第６セッション 構造２  座長：河村隆（信州大） 

本セッションのテーマは構造であり、3 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。 

 

・ジオテキスタイル拘束土壁の耐震性に関する振動台実験と安定解析：辻慎一朗（前田工繊） 

本論文では、ジオテキスタイルで土質材料を拘束した構造体を積層し、自立した抗土圧構造物

を構築するジオテキスタイル拘束土壁に対する振動台実験と安定解析を行った。その結果、拘束

土壁は一体化した擁壁として挙動し、拘束土壁の破壊形式は震度法による安定計算により評価で

きることを確認した。 

 

・透水性舗装に用いるジオテキスタイルの耐久性評価方法の検討：長谷川圭介（日大） 

透水性舗装は、路床が軟弱化することによって路盤材が路床土へ混入する場合がある。これら

の対策としてジオテキスタイルを敷設する工法があるが、舗装下に敷設した不織布の耐久性能を

評価する方法は確立されるまでに至っていない。本研究では、舗装下に敷設後の不織布の耐久性

評価方法の提案を目的として検討を行った。 

 

・狭隘箇所における既設石積み壁の耐震補強に関する実験的検討：島田貴文（鉄道総研） 

都市部鉄道沿線の石積み壁は、壁体近傍に用地境界が存在することが多く、用地制約により耐

震補強の実施が困難となっている。本研究では、用地制約のため棒状補強材を鉛直に近い角度で
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配置し、崩壊防止ネットを併用した耐震補強法を提案した。振動台実験より、既存の補強工法と

同程度の補強効果が得られることを確認した。 
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