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開催報告

第 33 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 30年 12月 6日（木）～12月 7 日（金）の 2日間にわたり、第 33回ジオシンセティック

スシンポジウムが地盤工学会 JGS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、29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、参加者数は約 100名であった。本シンポジウムの新たな試みと

して 7企業・団体から 2セッションに分かれて製品・工法が紹介され出席者からは大変好評であ

った。初日の第 3セッション終了後に IGS日本支部賞表彰式、交流会が開催された。交流会では

龍岡文夫先生、桑野二郎先生の挨拶もあり、大いに盛り上がり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合わせて 3つのセッションが行わ

れた。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

幹事長からはソウル（2019年）およびローマ（2022年）の国際会議等の案内があった。

以下は製品・工法紹介セッションのタイトルおよび発表セッションの研究概要である。

＜製品・工法紹介＞

製品・工法紹介１ 座長：桝尾孝之(太陽工業)・平川大貴(中央大)

・岡三リビック(株)：ローマット HDB(GCL)、EPS工法

・日本スパンボンド土木会（東洋紡(株)）：吸着機能付き GSY コスモフレッシュシリーズ

・前田工繊(株)：斜面防災商品及び補強材等に求められる特性

・東京インキ(株)：ジオセル(テラセル・グランドセル)を用いた工法紹介

製品・工法紹介２ 座長：平川大貴(中央大)・桝尾孝之(太陽工業)

・(株)クラレ：化学接着性防水シート及びクラレの土木資材

・太陽工業(株)：コンクリートキャンバス

・ RRR工法協会：RRR工法の基本原理とジオシンセティク補強土を用いた 3つの工法の紹介

＜発表セッション概要＞

第１セッション 座長：篠田昌弘(防衛大)

・ジオセルと排水パイプを併用した斜面安定工における降雨と融雪による排水挙動：大谷匠(北見

工大院)

本論文では、砕石を充填したジオセルと鋼製の排水パイプを併用した本斜面安定工に関する実

物大実験において、地下水位よりも高い位置にある排水パイプに着目し、このパイプから降雨や

融雪によって排水が生じる際の条件に関して詳細な比較・検討を行っている。

・Evaluation of seismic stability of an initially tilted geogrid reinforced soil wall：Albano AJUDA(埼玉大

院)
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本稿では、初期の損傷をシミュレートするための垂直壁と傾斜壁を用いたジオグリッド補強土

壁の耐震性の評価に焦点を当てる。 フル・フェイルが発生するまで、振動台を使用してモデルに

階段状の正弦波をかけた。 すべてのモデルにおける壁の水平変位およびせん断ひずみ分布は、ベ

ース加速度および傾斜角とともに増加する。 モデルのバックフィルで観察されたスリップ線は、

2ウェッジ法と一致し、動員された引き抜き抵抗を用いて得られたスリップ線は、実験で観察さ

れたものとほぼ同様である。

・ Effect of slurry density on triaxial compressive properties for liquefied stabilized soil reinforced with

fiber material：Tuan Anh DO(室蘭工大院)

本研究では、室内および原位置で養生された繊維材混合流動化処理土の強度・変形特性に及ぼ

す泥水密度の影響について検討した。試験結果より、低泥水密度で作製された流動化処理土及び

繊維材混合流動化処理土の強度・変形特性は、適切な泥水密度で作製された場合に比べ減少する

ことから、品質が低下することが分かった。

・ジオグリッドの目合形状と敷設位置が路盤の拘束に及ぼす影響：小暮峻矢(埼玉大院)

ジオグリッドの目合形状と敷設位置が路盤に及ぼす拘束効果の影響を確認するため、模型地盤

への一面せん断試験を行った。一面せん断試験は 2種類のジオグリッドを用いて、敷設位置とせ

ん断面の距離を変えて行った。実験結果からジオグリッドの目合形状により拘束効果の発揮され

る範囲は異なることが分かった。

・補強効果に及ぼす礫質土の力学特性の影響：川崎佑斗(中央大院)

粒度および密度がほぼ同じである 2種類の盛土材にジオグリッドを敷設し、平面ひずみ圧縮試

験を実施した。その結果、盛土材の有する正のダイレタンシー挙動が顕著であるほど、効果的に

補強効果を得ることが分かった。本研究の結果は、要求性能に応じた盛土材と締固め状態を設定

することが重要であることを示唆している。

第２セッション 座長：川口貴之（北見工大）

・河川堤防に敷設する透気防水シートの越流時の防水性能：神谷浩二(岐阜大)

筆者らは、洪水時における河川堤防の浸透破壊や越流侵食を抑制するため、堤体全面を透気防

水シートによって被覆する対策工法を提案している。本論文では、堤体模型地盤に対する越流実

験に基づいて、越流時の透気防水シートの防水性、特に弱部になるシート間の継目部分の接合方

法の違いによる防水性への影響を検討した。

・地震・洪水複合災害に対する LDR堤防の耐災害性に関する実験的検討：安井智哉(東京理科大)

地震と洪水による複合災害の発生に対しては、対策技術の開発が十分にされていない。本研究

では、新たな堤防強化工法である LDR堤防への耐災害性を実験的に検討した。本学独自の「地震・

洪水複合災害用実験水路」を用いて加振・越水実験を行った結果、LDR堤防が極めて高い耐災害

性を有していることが定性的に明らかとなった。
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・割石法面直上に敷設する遮水シートの保護マット規格：山崎智弘(東洋建設)

管理型廃棄物海面最終処分場の護岸に敷設する遮水シート（LLDPE, 厚さ t =3mm 以上）の下

地材に割石を適用する場合、遮水シート下面の保護マットに目付量 1500g/m2の基布入り長繊維不

織布を用いることで遮水品質を確保できる可能性を室内一面引抜実験および貫入実験で検証した。

・ジオグリッドを用いた埋設管スラスト防護工法の形状寸法が付加抵抗力に与える影響について：

太田遥子(神戸大院)

本研究では、圧力管路屈曲部の軽量スラスト防護工法に関して、対策工の寸法を変えたケース

について水平載荷実験を実施した。その結果、大変位において対策工の寸法が付加抵抗力に明確

な影響を与えること、また、受働側地盤に発生するせん断領域は、くさび型でおおよそ近似でき

ることが明らかとなった。

・越流しない津波を対象とした水槽模型実験に基づく補強土壁の耐津波性能の検証：栗林健太郎

(エイト日本技術開発)

本研究では越流しない津波が補強土壁に作用するケースを想定し、水槽模型実験を用いて一定

の流速及び水位を有する水流条件下での補強土壁の挙動を確認した。その結果、津波作用によっ

て補強土壁が崩壊する主たる要因は、津波の波力や裏込め土への浸透ではなく裏込め土の流出で

あることが分かった。

第３セッション 座長：澤田豊(神戸大学)

・大径補強材による地山補強土工法の寒冷地における試験施工と動態観測：岸田久徳(ライト工業)

近年、既設盛土の耐震対策として有用性が報告されている地山補強土工法の中でも積雪寒冷環

境下における研究例の無い大径補強材を用いた地山補強土工法の試験施工を行い、寒冷環境での

動態観測を行うとともにジオグリッドを用いた表面工の試験施工から組み合わせて使用する際の

施工性や適用性について検討した。

・樹脂製独立受圧板を用いた地山補強土工に対する凍上対策方法の提案：山岸昂平(北見工大院)

本論文は寒冷地における地山補強土工の凍上対策について検討したものである。具体的には、

比較的剛性が小さい樹脂製の独立受圧板を使用し、断熱材や連続繊維補強土工との併用によって

凍上被害を軽減する方法について、屋外実験や二次元熱伝導解析を行うことで詳細に検討してい

る。

・物性が異なる盛土材料で構築した実物大帯鋼補強土壁の冬期挙動：小笠原明信(北見工大院)

帯鋼補強土壁の盛土材の凍上が原因とされる変状の詳細なメカニズムについては未だ不明な点

が多い。本研究では、実物大の帯鋼補強土壁を構築し、冬季間の寒気の侵入によって凍上性盛土

材料を使用した補強土壁に意図的に変状を与え、その際の補強材に作用するひずみや張力などが

補強土壁の変状に与える影響について検討した。

・積雪寒冷環境下におけるジオセルを用いた斜面安定工に関する検討：原田道幸(東京インキ)

本論文では、柔軟性の高いジオセルを活用したのり面保護工や、凍土域を貫いて打設する排水
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パイプとジオセルを組合せた斜面安定工を積雪寒冷環境下にある実物大の盛土斜面に構築し、凍

結融解挙動や盛土内水位などの計測結果から。ジオセルサイズや中詰め材などの本工法に関する

様々な仕様について検討している。

・ジオセルとジオグリッドを連結した補強土壁の凍上対策に関する検討：川口貴之(北見工大)

本論文では、ジオセルを壁面材とし、ジオグリッドを補強材とした補強土壁の寒冷地における

凍上対策について検討している。具体的には、補強土壁の凍結融解挙動や土中にあるジオグリッ

ドに作用する土圧やひずみの計測を行い、その結果に基づいてジオセルの配置を変更した補強土

壁を構築し、効果の検証を行っている。

第４セッション 座長：峯岸邦夫(日本大)

・両面盛土形式の二重壁構造を持つジオテキスタイル補強土壁の耐震性評価：辻慎一朗(前田工繊)

両面盛土形式の補強土壁は橋台へのアプローチ盛土に適用される場合があるが、地震時の挙動

や破壊形式が明確ではない。そこで、両面盛土形式の補強土壁を対象として傾斜実験と振動台実

験を行った結果、地震時には補強領域の圧縮が生じて両側の壁面がはらみ出す変形が累積して破

壊に至ることを確認した。

・急勾配化した補強盛土における張コンクリートの定着性の検討：陶山雄介(鉄道･運輸機構)

鉄道盛土で従来適用されてこなかった張コンクリートを従来よりも急勾配化した 1:1.2 勾配の

補強盛土に適用することを考え、補強材と張コンクリートの定着を図る構造について、のり面工

の引き剥がし試験を実施して定着性を把握するとともに適用に向けた構造仕様の検討ならびに評

価を行ったものである。

・高盛土構造の高速道路盛土への補強材一体ふとん籠補強土壁工法の適用について：安部哲生(西

日本高速道路)

本論文は、高速道路建設における傾斜地盤上での高盛土工事で適用された補強材一体ふとん籠

補強土壁の採用経緯や施工状況、また、裏込め材の転圧による補強材の損傷の影響評価ならびに

施工中および施工後の動態観測の結果について報告するものである。

・施工中に損傷を受けたジオシンセティックスの長期強度信頼性：横山公明(エターナルプレザー

ブ)

ジオシンセティックスからなる補強材の耐衝撃性は、施工時の盛土材の特性及び転圧機械によ

る転圧力に起因している。トンネルズリ等を大型の転圧機械を使用して施工した場合、補強材の

損傷が懸念され、その大きな損傷を受けた補強材の長期強度については不明点が多い。今回大き

く損傷を受けた補強材の長期強度を評価した。

・グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良の盛土の変形抑制効果に関する動的遠心力載荷実験：

橋本聖(寒地土研)

本論文は筆者らが開発した『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』のレベル 2地震動に対
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する盛土および周辺地盤の変形抑制効果を検討したものである。動的遠心力模型実験の結果、『グ

ラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』は盛土の沈下などが抑制され、レベル 2地震動に対して

高い改良効果を有することを明らかにした。

第５セッション 座長：小島謙一(鉄道総研)

・降雨ハザードを用いた地震時の補強土壁の確率論的リスク評価：篠田昌弘(防衛大)

本研究では、降雨ハザードを用いた地震時の補強土壁の確率論的リスク評価を実施した。降雨

ハザードとフラジリティを用いて、地震・降雨時における補強土壁の損傷頻度を求めた結果、背

面水位の上昇に伴い、補強土壁の損傷する確率が高まることを定量的に示すことができた。

・変状が発生したジオシンセティックス補強土壁の S波速度分布と各種原位置試験結果の関連性：

後藤雄介(北見工大院)

変状が発生したジオシンセティックス補強土壁の変状程度と表面波探査から取得できる S 波速

度 VS の関連性について検討した。その結果、壁面パネル傾斜角が大きい場合には深度増加に対し

て VS は単調に増加せず局所的に低下しており、表面波探査から取得できる VS を利用することで

補強土壁の健全性を評価できる可能性を見出した。

・ 2 度にわたる大規模地震でも完全崩壊しなかった EPS 盛土：熊本地震被災事例からの教訓：安

原一哉(EPS 開発機構)

本文は 2016 年の熊本地震において 2度にわたる大規模（Mj6.5, Mj7.3）地震をうけた EPS で施

工された道路盛土が断層上であったにもかかわらず、完全崩壊を免れたため、緊急復旧（仮復旧）

を施したのち、交通解放して生活道路（県道）の役目を保った事例を紹介したものである。

・河川増水による橋台背面盛土の侵食に対するジオシンセティックス材料による対策工の提案：

川尻峻三(北見工大)

本研究では、流水作用時における橋台背面盛土の基礎的な侵食過程を観察するために水理模型

実験を行った。その結果、模型盛土の侵食は橋台と盛土の境界部で発生し、橋台内部へ侵食が進

行した。また、河川増水による橋台背面盛土の侵食・流失に対する対策工として、ジオシンセテ

ィックス材料の使用が有用であることを示した。

・ため池堤体の石積みブロック補強に関する遠心振動実験と解析的検討：王博涵(茨城大)

本研究ではため池の法先部によく用いられる石積みブロックと補強土工法の併用による老朽た

め池の耐震補強手法の有効性を解明するため、遠心模型実験と動的応答解析を実施した。結果、

石積ブロックと背面の補強ネットによって法先部の安定性が向上し、堤体上部の破壊が抑制され、

全体としての堤体変形抑止に効果があることが分かった。

第６セッション 座長：辻慎一朗(前田工繊)

・偏心荷重を受ける帯基礎の支持力特性に対するジオグリッド補強の効果：平川大貴(中央大)

本研究では履帯で反力を取る建設重機を対象とし、偏心載荷においても支持力を保持する方法
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としてジオグリッド敷設の効果を検討した。偏心対策には基礎直下の局所的な破壊を抑制してせ

ん断層網を下方に推移させることが重要であり、表層を礫材に置換すると共にジオグリッドを敷

設することが効果的であることを確認した。

・柔な受圧板を有する補強斜面模型の直接せん断実験：小竹望(香川高専)

再生プラスチック製の柔な受圧板を用いた地山補強土工法について、表面工の補強効果を評価

するため、せん断箱内に作製した補強斜面模型に対して直接せん断試験を実施した。実験の結果、

柔な受圧板は通常の RC 製法枠と同程度の補強効果があり、補強材の頭部を連結することにより表

面工全体の剛性を高める効果が確認された。

・緊結金具を用いた EPS 構造体の地震時挙動：西剛整(CPC)

本論文では新しい緊結金具の現場での作業性、静的なせん断抵抗、および緊結金具を用いた EPS

盛土の小型振動台実験の結果、所定数の緊結金具を用いて、中間床版上のロッキング対策を施す

ことで耐震性が高まることを明らかにする。

・ EPS ブロックとジオグリッドを併用した擁壁の耐震対策に関する振動台実験：京川裕之(東京

大)

EPSブロックとジオグリッドを併用した擁壁の耐震性を検証するため、1g場での模型振動実験

を実施した。実験結果より、上方に EPSブロックがあることで擁壁に作用する地震時土圧および

モーメントが低減されるため、擁壁の変位・傾斜および背面地盤の沈下量が大きく抑制されるこ

とが示された。
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