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工法紹介:
ジオチューフ、ジオコンテナーの開発と適用例

郎

河川、湖沼、海岸、港湾等に関する新たな土木技術を発展させるためには、経済性あるいは環

境保全の観点から、石あるいはコンクリート等の剛構造物による防御措置ばかりでなく、ジオテ

キスタイルに土砂を包み込んだ柔構造物による制御技術開発を目指す必要があると考える。

現在、政府は、公共工事を安定的に実施するための施策として、環境、省資源・省力化あるい

は建設コストの低減等をキーワードとして、新素材、新構造等の利用技術開発を推進している。

この施策は、欧米諸国においても同様であり、特に米国では、陸軍工兵隊が中心となって「建設

にか』わる生産性向上調査 CConstructionProduction Advancement Research: C P A R) 

グラム」に取り組んでおり、その個別プロジェクトには、民間企業を参加させている。このプロ

グラムの重要な役割を担っている陸軍工兵隊水理研究所CUSArmy Engineer Waterways Experi-

ブロ

述田角三菱化学産資(株)土木資材事業部

はじめに

ment Station : W E S)では、海岸、河川・運河、港湾等の防波堤、堤防、護岸、航路、埋立地、

干潟等にか hわる建設あるいは維持管理に際して、ジオテキスタイルを駆使した革新的な技術開

発を行っている。

ここに、 WESでジオテキスタイル関連技術の開発に実務的な面から長年にわたって従事して

きた JackFowler Ph.D. .PEが記述した「波諜土砂を中詰めしたジオテキスタイル関連工法とそ

の適用例」を中心にして、その概要を以下に紹介する。

要

過去 30年の使用実績を有するジオテキスタイル関連の新たな技術として、バッグ、チューブ

およびコンテナーの各工法あるいはその適用例を紹介する。特に、波諜土砂を中詰めしたジオテ

キスタイル・チュープ(以下「ジオチューブ」という。)およびジオテキスタイル・コンテナー

(以下「ジオコンテナーj という。)は、その広範な適用性および経済性等の観点から護岸、堤

防、潜堤等の建設工事へ適用させることができる。また、不織布を内張りしたジオコンテナーの

モデル実験では、中詰めした細粒分の波諜土砂を一切流出させないことも実証し、

概2. 

さらに、ジオ

チュープは、周辺の植物の種子が付着して繁茂するなど、環境保全の面からも革新的な工法とい

える。

ジオチューブ工法は、 1980年初頭にブラジルで始めて試みられ、 1986年、

た土砂の流出防止あるいは隔離のための堤防として採用され、その後、オランダやドイツで、河

床潜堤あるいは湖や海岸の護岸等の建設工事向けに多数の実績を上げている。

一方、ジオコンテナー工法は、波諜土砂を有効利用することを目的として、全開式パージの機

能あるいは特殊な架台を有する台船を使用して、所定の水底に土砂を投入する技術としてオラン

ダで開発された。全開式パージの貯槽内に展張されたジオコンテナーの中に、波凍土砂を数10m3

から数100m3積載した後、全開式パージを投入水域に曳航し、そして底開作業によりジオコンテ

円

ru
q
4
U
 

フランスで汚染され





して、ジオコンテナー(約3，000m3 /袋)に汚染された竣諜土砂を中詰めし、水深-20mの海

底へ投入する実験を行った。 0995年5月)

これらのプロジェクトの実績は、 CPARプログラムの下で報告されており、それぞれ改善さ

れた設計手法および建設方法を提案している。

3. ジオチューブの設計と建設

ジオチューブは、法諜土砂を中詰めした際に

端部が枕型のチュープ状となる(図 -1)。細

粒分の竣諜土砂の約85-95%は、 74μmまたはふ

るい目サイズ200を通過する。このため、ジオ

チュープは、このサイズの土粒子を保持できる

織布を使用しなければならない。最も単純なジ

オチュープは、 2枚の織布の両端を縫製し、波

凍土砂の堆砂特性や安息角度に応じて決められ

た注入口が約33m毎に取り付けられる(図-2 )。

竣深土砂は、汚泥ポンプ等を使用して中詰めさ

れ、その最大注入圧力は、 1/3気圧を越えない

こと。ジオチューブは、台船に取り付けられた

ノイケットの上で竣諜土砂を中詰めすることもで 図 2 中詰め中のジオチューブ

き、また、建設現場で連続的に敷設しながら波深土砂を注入することもできる。
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図-1 ジオチューブの製作

ジオチューブに使用される織布は、次の条件を必要とする 0

・過度の内圧を軽減できる透水性を有すること。

・波諜土砂を保持できること。

・織布や縫製箇所が破袋せず、中詰め圧力あるいは荷重に十分耐えること 0

・中詰め時の土砂による機械的な磨耗に耐えること。

・紫外線に耐えること。

波探土砂を中詰めしたジオチューブの高さは、理論半径の70-80犯となり、中詰め前のジオチ

ューブの平面幅の1/3-1/2の高さに相当する(図 -1)。

ゲイラード島では、航路から密度1.2-1. 3g/cm3の波深土砂をポンプ注入した後、 4-6週間放

置して排水させたところ、ジオチューブ内の波諜土砂は、密度1.4"'1. 5g/cm3に増加し、ジオチ

ューブの高さは、当初と比較して約50%減少した。そのジオチュープの中に 2度目の波深土砂を

中詰めした。

ジオチューブおよびジオコンテナーに関する技術が公表されるに従って、次々と革新的な適用

例が出始め、それらは、以下に示す河川、海岸等への適用に分類される。

4. 河川への適用

法諜土砂を中詰めしたジオチューブは、単純な構造、フレキシプルな形状、浸食力に対する安

定性等の理由から、河川における典型的な流速調整あるいは浸食防止に使用され、従来の建設工
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③干潟等への適用

潮流が流れ込む河口は、野鳥等が生息す

る広大な干潟を有している。その干潟は、

しばしば浸食や海水の進入に脅かされてい

る。この干潟の保護、拡張等には、従来の

建設技術による堤防は、不適切であり、ま

た、建設コストが合わない。法凍土砂を中

詰めすることができるジオチューブは、浸 図-5 封じ込め堤防

食防止対策や干潟の拡張工事に適用でき、あるいは締め切り堤防として使用し、その背後に汚

法にくらべ画期的なコストダウンができる。

①流速調整構造物への適用

様々なサイズ、数量、ユニットを組み合

わせたジオチューブによって局所的な浸食

を防止し、河床を調整しあるいは河床の標

準断面を水平に保つための護岸、突堤、縦

断堤防等の流速調整構造物を自在に作るこ

とができる(図-3 )。その構造物の標準

断面等を図-4に示す。

②洗掘防止構造物への適用

通常、河床を堅固にするため、コンクリ

ートブロック等の下側に不織布等のフィル

タ一層を設けることにより、底質土砂の吸

い出し防止を図っている。互いに密着した

状態で敷設させたジオチューブは、流れに

よる土砂の洗掘防止効果を得ることができ

る。

図-3 流速調整構造物の組み合わせ

縦断面
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図-4 突堤

染された波諜土砂を隔離することもできる(図-5)。

5.海岸への適用

養浜工事では、沿岸の漂砂を沈降させる有効な方法として、突堤、防波堤、土留め構造物等を

採用している。フレキシプlレで一体的な構造を有し、比較的に大きなサイズで使用できるジオチ

ューブは、これらの構造物等に適用させることができる。

① 突 堤

沿岸流のある海岸における突堤の役割は、海岸沿いに移動する漂砂を沈降させ、海浜を生み

出し拡張させることにある。さらに、適切に設計された突堤は、沿岸流を減少させ海岸に沿っ

て漂砂を搬送する流れを減表させることができる。
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②離岸堤

離岸堤は、海岸に打ち寄せる波浪の衝撃を和らげたり、向きを変えることができ、海浜の景

観を損ねることなく海岸浸食を防止するこ

とができる。離岸堤は、海岸から離れた沖

合いに設置され、海中に天端を没している
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ものもある。図 -6は、分離型離岸堤の典

型的な平面と断面を示す。

③土留め構造物

砂浜や浅瀬の保護は、土留め構造物の建

設により可能である。波のエネルギーは、

この浅瀬領域を通過する際に破砕あるいは

海底との摩擦によって減少し、波による海

岸の浸食効果が弱められる。図 -7は、波

諜土砂を中詰めしたジオチュープを土留め 離岸堤図-6
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構造物として使用した例である。

8. 埋立地への適用

波探土砂を中詰めしたジオチューブによる

埋立工法は、水中施工あるいは海岸保全技術の両方が併用できる代表的なものである。この方式

の利点は、必要最小限の土砂により、短期間に建設することができ、建設コストを削減すること

ジオチュープは、撤去が容易であることから油田等のエネルギー探査用人工島の建設

ム工
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図-8
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土留め構造物

断

図 -7

7.砂Eへの適用

ジオチューブは、ハリケーンによって断続

的に崩壊を生ずる海岸沿いの砂丘および砂丘

内部でも使用された(図 -8)。砂丘の中に

ジオチューブを敷設することによって崩壊し

た砂丘の復旧工事費あるいは再敷設等の維持

経費も押さえることができる。

丘砂

ができる。

に使用されたこともある。

その他の事例

サウスカロライナ州のプル島には、野生生物を保護繁殖させている干潟がある。 1990年9月に

ユーゴ・ハリケーンがこの沿岸一帯を襲い、島の淡水に生息する生物を保護していた砂丘および

堤防が大きな被害を受けた。工兵隊は、制限された条件の下で、限られた機材と現場で入手可能

な土砂を使用して堤防(幅66.Om、高さ5.Om)の復旧工事を行った。この復旧工事には、湿地を

自由に走れるオフロード・ダンプカーを使用して、その荷台にジオテキスタイルを展張し、土砂

を積載した。その後、縫製加工して大型ジオバッグとし、それを堤防が損壊した箇所に直接投入
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するという工法が試みられた。この工法は、工期を短縮することができ、建設コストを削減でき

る方法であることを証明し、大型ジオバッグが浸食防止対策技術として使用できることを実証し

fこ。

10.計画されているプロジェクト

ミシシッピー河では、航路の維持管理のための竣深頻度を低減させることを目的とする建設工

事(広い河幅に潜堤を建設し、その潜堤によって砂洲を生みだし、狭くなった航路部分の流速を

早めることによって土砂の堆積を防止する。)が計画されており、レッド・アイ・クロッシング

で実験施工されたジオバッグ工法およびジ

オコンテナー工法が使用される予定である。

その他にも、堤防建設、干潟の造成、法諜

土砂の処分、浸食防止対策などに、長さ

300.0mから360.0mのジオチュープ 3本およ

び長さ60.0mのジオチューブ36本を使用す

るプロジェクト計画がある。

ニューヨーク&ニュージャージ港湾では、

ジオコンテナーを使用して大量の汚染され

た波深土砂の海洋投棄処分が計画されてい

る(図-9)。

ジオコンテナーの中へ
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図-9 竣諜土砂の海底処分
11. おわりに

欧米諸国における技術開発は、市場ニーズを基調として可能性のある技術(例えアイディア段

階の技術であっても)を建設工事に採用し、その工事を通して様々なデーターを取得し、得られ

たデーターから新たな設計手法等を技術確立して行くケースが多く、そこに革新的な技術を生み

出す素地を有しているといえる。我が国では、パイロット事業等の制度を生かして新たな技術を

より積極的に採用し、環境保全技術や建設コストの削減等に挑む施策が実施されており、また、

民間企業と共に新素材、新構造の利用技術開発を促進しており、大変有意義なことである。

ここに紹介したジオテキスタイル関連の革新的な技術開発とその適用例とが、会員各位のご参

考になれば幸いである。

なお、 JackFowler Ph.D. ，PEは、 1994年9月にWESを退職し、現在、ミシシツピー州ビクス

パーグで土木技術コンサルタント会社GeotecAssociatesを経営している。本稿の掲載について、

快く許諾を頂いた同氏に対して心から感謝申し上げる。

参考文献

1.Jack Fowler，(1995〕.DredgedMaterial-Geotextile Containers，Environmental Effects 

of Dredging Technical Notes， US Army Engineer， Waterways Experiment Station， 

Vicksburg， MS. 
2. Jack Fowler， Ph.D.，P.E. Geotec Associates， Dana Toups， Nicolon Corporaition， 

Paul Gilbert， Waterways Experiment Station， USACOE， Marina Del Rey， Los Angeles 

and Port of Oakland， CA. 

-37-


