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平成 28 年 12 月 1 日（木）～2 日（金）の 2 日間にわたり、第 31 回ジオシンセティックスシ

ンポジウムが福井県県民ホールアオッサで開催された。三木博史 IGS 日本支部支部長による開会

挨拶で始まり、三木支部長からは世界はグローバルの時代から地域の時代に移りつつあり、ジオ

シンセティックス学会のこれまでの 30年の歴史をふまえて第 31回となる今回の福井でのシンポ

ジウムを、日本のジオシンセティックスの次の 30 年のスタートにしようと述べられた。本シン

ポジウムは、38 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、参加者数は 125 名であった。今回は事例報告も多く、8 編の発表があった。

1 日目は第 3 セッション終了後に JCIGS 表彰式、懇親会が開催された。懇親会では多くの参加者

が地元のおいしい料理をつまみながら、親睦を深めるとともに、活発な意見交換が行われていた。

また、今回の福井開催にご尽力いただいた前田工繊株式会社の前田征利代表取締役社長からのユ

ーモアあふれる挨拶では会場が大いに盛り上がった。2 日目は午前と午後を合わせて 3 つのセッ

ションが行われた。第 5 セッション後昼休みを挟み、常田賢一教授（大阪大学）による特別講演

を頂いた。ご講演の題目は、「ジオシンセティックスの利活用に関わる研究経緯と今後の展望」で

あり、常田先生が取り組んできた、道路盛土の天端補強・強化、防潮堤、盛土の侵食限定化、ア

ップサイクルブロックの一体化などの調査・研究・技術開発を紹介し、ジオシンセティックスを

活用する際の重要な防災上の課題を示され、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 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

今回の福井大会へのたくさんの参加と地元の多大なご協力へのお礼があった。 
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・材料１  座長：乾徹（京都大） 

本セッションのテーマは構造・材料であり、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。 
 

・軟弱路床を対象としたジオシンセティックスの耐久性および通水性能に及ぼす目付量の影響：

山中光一（日本大） 
本研究では、目付量を減少させ表面強化処理を施した不織布の耐久性を、軟弱路床対策として

用いられる目付量 300g/m2 以上の不織布の耐久性と比較を行った。試験は、ローラコンパクタ試

験機を用いて試料を損傷させ、目視評価、デジタルカメラを用いた破損率評価、珪砂を用いた残

存率評価により評価を行い結果について考察を行った。 
 

・二重壁構造を持つジオテキスタイル補強土壁の動態観測と健全性評価：辻慎一朗（前田工繊） 

 本論文では、実際の盛土工事で適用された二重壁構造を持つジオテキスタイル補強土壁に対す
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る動態観測の結果を報告する。補強土壁の構築には良質な盛土材料を用いて十分な締固めを行い、

補強領域の圧縮沈下とジオテキスタイルのひずみに対する動態観測を行った結果、健全な補強土

壁が構築できたことを確認した。 
 
・ジオセルと地山補強材による地山安定化工法の開発：原田道幸（東京インキ） 

 既設盛土や切土のり面、自然斜面の崩壊が増加しており、これら土構造物の耐震・耐降雨補強

は重要な課題となっている。そこで、軽量で施工性がよく比較的安価であるジオセルによるのり

面保護工と、斜面の耐震・耐降雨補強として近年適用が増加している地山補強材とを組み合わせ

た地山安定化工法を開発・実用化した。 
 
・サンドパックの破壊モードに関する一考察：鍋島康之（明石高専） 

 宮崎県大炊田海岸に埋設されたサンドパックが平成 26 年の台風による高波浪によって、破損

するという事例が起きた。本研究では、サンドパックの模型供試体を作成し、縫製部の破断や損

傷部の拡大などサンドパックが破損する可能性について実験的に検証し、破壊が生じる可能性が

ある変形モードに関して考察した。 
 

・短繊維混合した礫質土の力学的特性：陳金賢（中央大） 

 掘削と埋戻しが可能な礫質土の新しい地盤補強技術として、セメント固化技術を用いない短繊

維混合補強土技術の確立を目指している。本論文では混合性が良好であった短繊維を用い、繊維

混合の有無および締固め度を変化させた一連の三軸圧縮試験結果から短繊維混合で得られる補強

効果とその補強メカニズムについて考察した。 
 
・Directional Confinement Effect of Geogrid on Deformation and Bearing Capacity of 

Reinforced Sand under Cyclic and Monotonic Loadings：Aung Aung Soe（埼玉大） 

 ジオグリッド補強砂地盤の変形挙動と支持力特性を実験により検討した。模型砂地盤に繰返し

載荷および単調載荷試験を実施した。長方形基礎の設置方向を変え、ジオグリッドの拘束効果の

方向性を調べた。残留変形や極限支持力において方向性の影響は顕著であった。しかし、硬いジ

オグリッドが使用されると、極限支持力の方向依存性は小さくなった。いずれの場合も、ジオグ

リッドで地盤が補強されると、残留変形や極限支持力について顕著な改善が見られた。 
 

第２セッション 構造・材料２ 座長：鍋島康之（明石高専） 

本セッションのテーマは構造・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。 
 

・変形と剛性を考慮した補強土工法の安定性評価：荒井克彦（NPO 福井地域地盤防災研究所） 
補強土工法の設計実務は円弧すべり面法などの安定解析により行われる場合が多い。安定解析

では、地盤や補強材の変形や剛性を評価しにくい。本報では FEM に基づいて、変形や剛性を考

慮したうえで、従来の安定解析と同様な破壊様式を得る方法を提案し、補強土工法を用いた斜面・

擁壁土圧・支持力の静的・動的安定問題に適用した結果を示す。  
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・安全裕度を考慮した軟弱地盤上の盛土施工：角田晋相（錢高組） 
軟弱地盤上の盛土施工において、設計時の安全率に対する施工時の安全率の差を安全裕度と捉

え、ジオシンセティック敷網の材料強度と地盤特性に含まれる安全裕度を考慮して施工時の安定

性を評価した。安全裕度を考慮することで、適切な盛土の載荷速度が設定でき工程短縮を図るこ

とができた。 
 

・GRS 構造物のライフサイクルでの性能と費用便益比に対する剛で一体の壁面工の効果：龍岡文

夫（東京理科大） 
補強盛土の建設に伴う地盤・盛土の変形の後に剛一体壁面工を補強盛土と一体となるように段

階施工する GRS 構造物は、広く用いられている。これは、剛一体壁面工による長期・地震豪雨

時の安定化、天端面の壁面間際までの活用、遮音壁・防護柵・電柱等の壁面工に設置、橋台とし

て活用等による性能の向上と C/P 比が低減によるものである。 
 

・橋長の長い GRS 一体橋梁の温度変化に伴う挙動：高野裕輔（鉄道・運輸機構） 
GRS 一体橋梁は、桁と橋台（橋台壁）および補強盛土を一体化させた不静定構造物である。そ

のため、橋長が長い橋梁へ適用する場合は、桁の乾燥収縮や温度伸縮等による影響の増大が懸念

される。そこで、橋長 60m の GRS 一体橋梁を対象として、約 2.5 年間の動態計測結果を整理し、

応答特性に関する考察を行った。 
 

・PC 桁を用いた GRS 一体橋梁の計画‐九州新幹線（西九州ルート）原種架道橋‐：阪田 暁（鉄

道・運輸機構） 
現在建設中である九州新幹線（西九州ルート）内に位置する原種架道橋では、 PC 桁を用いた

GRS 一体橋梁が用いられている。これまで建設された GRS 一体橋梁では、RC 桁や SRC 桁を用

いた事例はあるが、PC 桁の構造の事例はまだなく、今回が初めての採用となる。本論文では、

原種架道橋の計画について報告する。 
第３セッション 環境・寒冷地 座長：河村隆（信州大） 

本セッションのテーマは環境・寒冷地であり、8 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。 
 

・ゼオライト添加したジオシンセティッククレイライナーの遮水性とセシウム吸着性能の評価：

乾徹（京都大） 

 放射性セシウムを含有する焼却灰の埋立処分を想定し、セシウム吸着能の高いゼオライトを中

間層に添加したジオシンセティッククレイライナー（GCL）の適用性を評価した。一般的な GCL

と比較して陽イオンによるセシウム吸着阻害の影響が小さく、特に Ca2+イオンによる阻害が大幅

に低減されることが明らかになった。 

 

・樹脂加工した防風シートの特性：嶋田優香（前田工繊） 

 従来のネットタイプならびに鋼製折板タイプの防風柵の同等以上の効果として、眺望性・景観

性を付加した防風シートを特殊グリップを用いて展開・緊張させる防風柵を開発した。防風シー
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トの眺望性、耐候性、減風効果などの基本特性と、その防風柵が保有する独自の風荷重載荷後の

たわみ復元性について報告する。 

 

・除染廃棄物仮置場上部シートの現場測定結果を踏まえた数値解析による風速と張力の関係：石

田正利（太陽工業） 

 除染廃棄物仮置場の上部シートに作用する風力とそれによる上部シートの膜張力の関係を明ら

かにすべく、実際の仮置場での測定と数値解析を実施した。その後、各結果の整合性を確認し、

同数値解析モデルを用いて一般的な形状の除染廃棄物仮置場に対して、風速と張力の関係を検討

した結果を報告する。 

 

・除染廃棄物等仮置場キャッピングの維持管理手法に関する研究：宮原哲也（日本環境衛生セン

ター） 

 本研究は、除染廃棄物仮置場に用いられる通気性防水シートの管理手法を検討したものである。

模擬仮置場の歪等の測結果から、シート表面の歪は、法肩部で大きく、日射の影響を受けている

ことを明らかにした。また、ドローン撮影の画像処理を行うことによって、キャッピングシート

表面の傷の検出が容易になることを示した。 

 

・寒冷地におけるジオグリッド補強土壁の凍上による被災事例の整理：久保哲也（前田工繊） 

当論文は、過去に経験した凍上による鋼製枠を用いたジオグリッド補強土壁の被災事例に対し、

動態観測の結果を基に補強土壁が崩壊に至る劣化シナリオを作成した。また、寒冷地で実施した

凍上調査の結果について整理した。 

・透水性断熱材を用いたギャビオン補強土壁の積雪寒冷環境における性能評価：川俣さくら（北

見工大） 

本研究では、ふとんかごを壁面とし、これと一体となった金網を補強材とした補強土壁を採土

場内に試験施工した。この補強土壁では、盛土材の凍結・凍上対策として、かご内に透水性断熱

材を設置しており、凍結融解挙動や水分挙動、更には変形挙動を計測することで、この補強土壁

の積雪寒冷環境における適用性を評価した。 
 
・リサイクルプラスチック製の独立受圧板を用いた地山補強土工の凍結融解挙動：石垣幸整（北

見工大） 

本研究では、凍上性の高い平坦な地盤に対して、ポリプロピレン製の独立受圧板などを用いた

６ケースの地山補強土工を施工し、周辺地盤の凍結深さや受圧板に作用する凍上力、更には凍上

に伴う補強材や受圧板の変位を詳細に観察し、得られた結果について比較・検討を行っている。 

 

・凍結融解を受けた盛土の地震時挙動と地山補強土工法による耐震性向上に関する模型実験：岸

田久德（北見工大） 

本研究では、盛土表層の凍結融解挙動の再現が比較的容易な 1g 場での縮尺模型盛土を作製し、

間隙水圧や加速度応答挙動から、凍結融解を受けた盛土の基本的な地震時挙動の把握を試みた。

また、地山補強土工法による耐震性向上に着目した加振実験を行い、その効果についても考察し
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ている。 

 
第４セッション 水理  座長：川口貴之（北見工大） 

本セッションのテーマは水理であり、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。 
 

・農業用パイプラインに適用する現場硬化管の内水圧に対する挙動と充填材の効果：有吉 充（農

工研） 

 農業用パイプラインに適用する現場硬化管の内水圧に対する挙動を調べるため、実規模の模型

実験を行った。その結果、屈曲部の管軸方向ひずみは直線部よりも大きいこと、充填材により円

周方向ひずみと屈曲部の管軸方向ひずみが減少すること、既設管の強度がない場合には現場硬化

管のみで内水圧を受け持つことなどが分かった。 
 
・不織布の飽和透水係数を用いた排水過程における水分特性曲線の推定：河村隆（信州大） 

 不織布の排水過程における水分特性曲線について、保水性試験による実測データと既往研究か

ら読み取ったデータに対して、van Genuchten モデル（VG 式）を適用した。不織布の水分特性

曲線は、土質材料と同様に S 字型の形状となり、飽和透水係数と VG 式を用いて水分特性曲線を

推定できることが示唆されることを示した。 
 
・コンクリート構造物の変形がジオシンセティックスクレイライナー（GCL）の止水性に及ぼす影

響に関する長期現場実験：清水敬三（丸紅テツゲン） 

ジオシンセティッククレイライナーの止水性の経時変化を把握するため、シートで止水したコ

ンクリート構造物接合部の間隔を人為的に開き、その時の漏水量を 1 年にわたって測定した。そ

の結果、コンクリート構造物の変形やひび割れによる漏水防止対策として、粘土層と同等以上の

止水性能があることを確認できた。 
 
・覆工コンクリートのひび割れおよび打継ぎ目における化学接着性防水シートの耐水圧に関する

実験的研究：小川敦久（クラレ） 

化学的接着性防水シートが施工されたコンクリート供試体にて、ひび割れ開口を拡大しての水

圧負荷試験を実施した。ゼロスパン現象によるシートの破断が懸念されたが、開口部近傍でわず

かな剥離が生じることでシートの破断は発生せず、開口幅 5mm において 1.5MPa の水圧を負荷

してもシートの破断・漏水は見られなかった。 
 

・前刃金工法および遮水シート工法により改修されたため池堤体の実大規模振動実験：澤田豊（神

戸大） 

前刃金工法および遮水シート工法により改修されたため池堤体の耐震安全性を検証するため、

堤高 3m のため池堤体を対象に加振実験を実施した。その結果、両ケースともに天端で沈下、底

部ではらみ出すような変形が確認された。上流側堤体の変形量が下流側よりも大きくなり、湛水

部が堤体の動的挙動に及ぼす影響が示唆された。 
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・階段状に設置したベントナイト系遮水シートがため池堤体の地震時挙動におよぼす影響：小田

哲也（兵庫県） 

ベントナイト系遮水シートを利用したため池の耐震性を検証するため、堤高 3m の堤体を対象

に加振実験を実施した。その結果、堤体天端にクラックが発生し、遮水シートは堤体の地震時挙

動に影響を与えることがわかった。また、堤体の応答加速度から、遮水シートを境界として上流

側と下流側で振動特性が異なることが示唆された。 
 
第５セッション 防災（堤防・水理） 座長：澤田豊（神戸大） 

本セッションのテーマは防災（堤防・水理）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。 
 
・短繊維混合補強土を河川堤防土羽土に適用した試験施工および追跡調査報告：中島典昭（日本

国土開発） 

短繊維混合補強土は、強度特性、耐侵食性などに効果のあることが確認されている。本報は、

侵食されやすく植物の活着繁茂に劣るとされるしらすに、短繊維と少量のセメントを添加した短

繊維混合補強土を河川堤防川裏法面の土羽土に適用した試験施工の結果と、施工後 6年経過後の

追跡調査の結果について報告するものである。 

 

・耐越水性・耐浸透性を兼ね備えた薄層ドレーン強化堤防の提案：倉上由貴（東京理科大） 

裏のり面に層状のドレーン工を敷設しつつ、堤体表面の被覆工とドレーン工を、ジオグリッド

を介して堤体土と一体化した薄層ドレーン強化（LDR）堤防の耐越水性について検討した。LDR 堤

防は越水開始 2時間半後でも初期状態を維持し、ドレーン層の効果で被覆工の流出が抑制され、

越水に対して粘り強い構造であることが示された。 

 
・津波が越流しているときの GRS 防潮堤模型内の砂の移動状況の観察：小林貴瑠（東京理科大） 

2011 年以降、 防潮堤の越流津波に対する安定性と安定化構造に関する研究が進められてきて

いる。 本研究では、 GRS 防潮堤を基本構造として模型実験を行った。 越流時における堤体の浸

透流の影響を評価するため、 パネル間には隙間を設けて、 堤体内の砂の移動状況やそれに伴う

天端高さの変化など、 堤体の変形の考察を行った。 

 
・常願寺川における河岸防護工への袋型根固め工法用袋材の適用について：竹内啓哉（前田工繊） 

常願寺川では、コンクリート護岸前面の河床洗堀対策として「巨石付き盛土砂州を用いた河岸

防護工」が施され、その効果が確認されている。しかし、近年入手が困難な巨石を大量に使用す

るため、代替となるものが求められる。その代替えとして小中粒径の石材を中詰めした袋型根固

め工法用袋材の適用が可能か試験を行った。 
 
・仮締切護岸における連続箱型鋼製枠の適用と効果：山本浩二（太陽工業） 

河川工事の仮締切工で使用される大型土のうが、増水時に転倒・流失などして、工事現場やそ
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の後背地への影響が問題となる事も少なくない。本論文では、一体性の高い構造体を構築するこ

とが可能な連続箱型鋼製枠が、台風による増水時でも破損・流失することなく護岸として機能し

た結果を示し、耐えうる流速等を確認した。 
 
第６セッション 防災（耐震）  座長：篠田昌弘（防衛大） 

本セッションのテーマは防災（耐震）であり、8 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。 
 

・地山・盛土補強土工法による既設道路盛土の耐震補強事例：澁谷啓（神戸大） 

神戸市道垂水妙法寺線玉坂トンネルはトンネル坑口上部のパラペットのひび割れ、盛土変状、

排水施設の破損など多くの異常が見られた。このため早急な対応が必要であると判断された。本

論文では、この既設道路盛土の耐震化対策における一連の調査、解析、設計そして対策工の施工

について述べている。 
 

・熊本地震による補強土壁の被災調査結果：伊藤修二（前田工繊） 

2016 年 4 月 14 日に熊本市地方を震央とするマグニチュード 6.5 の前震、4 月 16 日同じ熊本地

方を震央とするマグニチュード 7.3 の本震は発生した、（名称：熊本地震）。震度 5 強以上の地震

が 19 回以上発生しており、ジオテキスタイル補強土壁も繰返し大きな地震動を受けた。その被

災調査結果と補強土壁の健全性の評価結果を報告する 
 

・シルト分を含む短繊維混合土の液状化特性：堀哲巳（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、砂質土に含まれ

るシルト分に着目した。検討では、シルト分の含有率を変化させた短繊維混合まさ土試料を用い、

非排水繰返しせん断試験により液状化挙動に及ぼすシルト分の影響について検討を行った。 
 
・ジオシンセティックスを用いた道路盛土等の災害復旧技術に関する研究：森芳徳（国交省） 

本研究は、ジオシンセティックスの大型土のう及び格子状補強材を用いて、大規模災害時に崩

壊した盛土の本復旧及び段差復旧対策について、実大実験を実施し、変形挙動や施工性等を確認

するとともに現場への適用性について検証した。この結果、大型土のう及び格子状補強材を用い

た復旧技術が効果的であることが確認出来た。 
 
・Performance of confined-reinforced earthunder different lateral boundary condition：Ho 

Manh Hung（埼玉大） 

橋やカルバートと取り付け道路の段差を軽減するため路床部に CRE 工法を適用することが提

案されている。CRE 工法は粒状材に層状のジオグリッドと鋼製拘束タイロッドからなる。CRE
工法におけるジオグリッド敷設長さの影響を見るため、長敷設長に相当する端部水平変位拘束条

件と短敷設長に相当する端部水平変位自由条件で実験を行ったところ、端部水平変位を許さない

条件においては、端部水平変位自由条件と比べ、段差が顕著に抑制される結果となった。 
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・砕石とジオシンセティックスを併用した道路盛土の液状化時変形抑制工法に関する模型振動実

験：橋本涼（福井高専） 

本研究は液状化時の道路盛土の変形抑制を目的として、ジオシンセティックスを透水性の高い

砕石で挟み込んだ改良層を盛土直下に敷設する工法の有効性を、1G場模型振動実験で検討した。

その結果、砕石の過剰間隙水圧消散効果を確認し、盛土直下の剛な改良層が盛土の沈下を抑制し、

天端の平坦性を保つことを明らかにした。 
 
・液状化地盤のせん断抵抗力に与えるジオグリッドの補強効果に関する埋設管の水平載荷実験：

小野耕平（神戸大） 

本研究では、異なる動水勾配下の地盤内において模型管の水平載荷実験を実施し、砕石および

ジオグリッドを用いたスラスト防護工法における液状化時の挙動特性について検討した。管近傍

の埋戻し条件を変えた種々の実験から、ジオグリッドで砕石と管を一体化する手法が、液状化時

においても有効であることが明らかとなった。 
 
・補強土壁・補強盛土の変状と措置：篠田昌弘（防衛大） 

補強土壁・補強盛土は高い耐震性と耐降雨性を有しており、国内外において施工実績が多い。

しかしながら、昨今の豪雨や地震の多発により変状が生じた補強土壁・補強盛土も存在する。本

論文では、変状が生じた補強土壁・補強盛土に着目し、発生した変状、変状発生原因、変状に対

する措置について取りまとめた。 
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