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ジオシンセティックス活躍の場

IGS日本支部ジオメンブレン技術委員会委員長堀 口 隆 司

1 .はじめに

天然の繊維を織ったもので土を補強することは諸外国のみならず日本でも古くは版築等の工法

で長い間行われてきました。 1950年代からはフランスをはじめ諸外国で地盤工学に関する理論

に則り繊維素材を色々な形で地盤補強に用いることが盛んになり、これをジオテキスタイル

(geotexti le)と呼んでいましたが、漸次、素材が天然素材から化学合成品にまで、形状も平面的な

織物やシートから網状のものやもっと立体的なものにまで広がり、用途も補強から止水や防水や

i慮過、更には廃棄物の遮蔽等にまで用いられるようになり、造語であるジオシンセティックス

(geosynthetics)が広く用いられるようになり、本誌の名前も「ジオテキスタイル技術情報」から

「ジオシンセティックス技術情報Jに変わりました。

このように、今後ますます古くて新しい素材であるジオシンセティックスというものが、色々

な所で平面的にも立体的にも様々な使われ方をするようになって行くと考えられ、近未来にはコ

ンクリー卜や鉄と同様な最も重要な建設資材の一つになるだろうと考えます。

そこで、先ずは、このジオシンセティックスの小史と現在の活躍振りをさeっとおさらいした上

で、今後の活躍の場についての希望をお話しいたします。

2. ジオシンセティックの小史

「ジオOOOJ というのは Igeo :大地Jという言葉と Itextile :織物」や Imembrane :薄膜」

という言葉をつなぎあわせた用語だそうです。

1977年に第 l回にパリで織物を土木関係の工事に使用することに関する国際会議が開催され

た時に、 DR.J.P.Giroudが発表論文の中で、それまで使われていたIfabric:織物」と言う言葉に変え

て、透水性の繊維材料で土木用に使われるものをほeotextile:ジオテキスタイルj、同じく遮水性

の膜状の土木材料を Igeomembrane:ジオメンブレン」と名づけたのが最初だそうです。

1983年に国際ジオテキスタイル学会(IGS:lnternationalGeotextile Society)が設立され、 1986年

には国際ジオメンブレン学会の設立も検討されましたが、 IGSがジオメンブレンも取り扱うこと

になり，学会は一本化されました。

ところが、その後、色々な材料が開発され、 Igeotexti le JやIgeomembraneJという用語だけでは、

建設工事用のこの種の材料全部を包含することができなくなり、そこで、 Igeo:大地JにIsynthetics: 

化学合成品」と言う言葉をつなぎ合わせたIgeosynthetics Jという新しい造語がアメリカで作られ、

アメリカが IGSの支部を設立するときに NAG(NorthAmerican Geosynthetics Society)という名称

を使用することが IGSの理事会で承認され、その後，学会名の名称も 1994年には同じ IGSです

が[TheInternational Geosynthetic Society]と改められ、 Igeosynthetics:ジオシンセティックスjとい

う用語が広く一般に普及するところとなったのだそうです。

この間の事情は福岡正巳先生(元・IGS会長)のお話や岩崎高明さん(同幹事)の回想に詳しいと

ころです 1)、1)、4)。



3. ジオシンセティックスの適用

ジオシンセティックス関連の製品は今日では大量に使用されるようになりましたが、これは合

成繊維等の化学合成品の製造技術が大幅に進歩し、製品が大量しかも安価に供給されるようにな

ったからでしょう 0 ・

ジオテキスタイルにあたるものは、 lfは天然材料で作られていました。天然の材料として藁、

樹木、竹等が用いられ、これらを土と梅合して構造物を強化する技術は、古代の中東における土

煉瓦造りの建築やわが国においても家屋の壁の補強等に古くから使われ、今でも東南アジアでは

土木にも建築にも盛んに使われています。しかし、天然材料は品質が不均一なため、その性能を

踏まえた普遍的な設計が難しく、文、大量入手が困難なので、今日では合成高分子材料のジオシ

ンセティックス(ジオテキスタイルやジオメンブレシ)に大幅に代替しました。

この合成高分子を用いた近代的なジオシンセティックスの利用は、欧米を中心に進められ、オ

ランダの干拓堤防、アメリカの道路等に多量に使われるようになり、今日の隆盛が築き上げられ

ました。

H本工業規格 (JISL0221) rジオシンセティック用語」での分類を参考に、これに主な機能や

用途を加えると、次の図のようになります~)。

ジオシンセティックス

ジオテキスタイル

ジオウオーブン(織布)

機能分般・補強・ろ過・排水

用途軟弱地盤安定エ・河川、護岸法面吸出し防止工謹
一一「庫、防波堤の洗畑防止工

ジオノンウォーフン(不織布) I 

機能 分隣・補強・ろ過・排水

用途吸出し防止工波消しブロック洗癌防止工・遮水ソ

ジオテキスタイル ジオネット
トの保護・排水フィルヲー・ゴルフ場、グランドなどの
長期排水機能の維持・遮光性があり、雑草の成畏を
防止

ジオメンブレン

機能補強

用途軟弱地盤安定エ

ジオグリッド
機能補強・分離

用途盛土補強・道路補強

機能遮水
用途廃棄物処分窃・貯水池・トンネル防水

水路・燈岸・地下防水・洗掘防水・屋よ
防水

図-1 ジオシンセティックスの分類と用途

4. ジオシンセティックスの使用実績

わが国における1997年の各種ジオシンセティックス製品の総使用量は、 「ジオシンセティック

ス技術情報/1999.3の(IGS支部報告:アンケート調査結果 p.7 ) Jに詳しく報告されています :n。
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表- 1 各種ジオシンセティックスの使用量川

1991年 1993年 1995年 1997年

織布 2， 700 (33. 6%) 1， 700 (18. 8%) 1，470(16.2%) 1， 117 (13. 3%) 

不織布 3， 400 (42. 3児) 4，300 (47.6児) 3， 690 (40. 7出) 4，139(49.1%) 

編布 3 ( O. 0%) 14 ( O. 2%) 75( 0.8%) 27 ( O. 3%) 

ジオネット 250 ( 3. 1先) 240 ( 2. 7%) 290 ( 3. 2%) 349 ( 4.1%) 

ジオグリッド 350 ( 4. 4%) 780 ( 8. 6%) 1， 020 (11. 2%) 792( 9.4施)

バーチカルドレーン 100 ( 1. 2%) 220 ( 2.4%) 460 ( 5. 1%) 296 ( 3. 5%) 

ジオメンブレン 970(12.1%) 1， 400 (15. 5児) 1，620(17.9見) 1， 330 (15. 8%) 

ジオコンポジット 140 ( 1. 7%) 250 ( 2. 8%) 340 ( 3. 7%) 253 ( 3. 0%) 

その他関連製品 120( 1. 5%) 130 ( 1. 4%) 110( 1. 2先) 125( 1. 5見)

総計 8， 000 (100 %) 9，100(100児) 9，100(100 %) 8，426(100 %) 

この調査から、ジオシンセティックスの総使用量は景気の動向に伴う建設投資の変動に左右され

ることは当然でありますが、新製品の開発や工法の多様化、その結果としての適用分野の拡大に

よって増加方向にあることが分かります。

しかし、我が国の総使用量は欧米のそれに比べて 1/10以下であり、他の建設資材の使用量

に比べてあまりにも少ないと思われます。

技術的課題をきちんと解決した上で、ジオシンセティックスが建設資材としてもっと利用さ

れるようにしたいと思うのはこの仕事に携わる皆の気持ちでしょう。

ところで、この調査では織布が毎回減少していることが目立ち、各材料の消長が見えます。こ

れらの消長の理由を考えることからもジオシンセティックスに求められる性能が分かり、新製

品・新技術の開発の方向がつかめるのかもしれません。

5. 最近の IGSの活動

前項で述べたジオシンセティックスの技術課題を解決したり、ジオシンセティックスの普及の

ために、 I G S日本支部では、現在8つの委員会が活動しています。

それぞれの研究委員会の目的や現在の活動そして今迄の成果は「ジオシンセティックス技術情

報」や「ジオシンセティックスシンポジウム(今年は 12月2日・ 3日に大阪/関西大学キャン

パスで行います)Jに詳しいのでそちらで知っていただきたいと思います。

この委員会の中のジオテキスタイル技術委員会とジオメンブレン技術委員会では、それぞれ設

計法、施工法、試験法等の技術課題について各所(大学・官庁・公的研究所・民間会社等)から

参加している委員が調査・研究を行っています。そして、これらの研究成果を基にシンポジウム

を開催したり、その成果を刊行物にすることも予定しています。

これらの活動の結果として、新たな技術や製品の適用範囲が探索できて、ジオシンセティック

スの需要拡大に結びつければ良いと考えています。

また、外部からの研究委託を受けることも行っています。具体的には、委託を受けジオシンセ

ティックスを用いた遮水工に関する資料収集・整理と報告書の作成を行うことも今年は行いまし
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た。

諸々の環境の変化を考えるとき、学会活動も委託研究等を積極的に受け入れて活動費用を確保

し、どんどん成果を上げて行くことを試みるべきではないかと考えていますが、どうでしょうか。

6. ジオシンセティックスの活躍の場

現在、ジオシンセティックスが多方面で用いられているのは、前述の「ジオシンセティックス

技術情報/1999.3の(IG S支部報告:アンケー卜調査結果 p.12) Jに詳しく報告されていますヨ)。

表-2 各種ジオシンセティックス製品の主な用途:J)

織布

編布

不織布

ジオネット

ジオグリッド

パーチカルドレーン

ジオメンブレン

複合材料 透水マット

(γオコンホ。シマット) ベントナイトシート

ブロックマット

その他

その他 布製型枠

軟弱地盤安定、吸出し防止、洗掘防止、堤体防砂、

汚濁防止膜、沈床、防砂

フィルタ一材、廃棄物処分場、地下防水用基布

吸出し防止、洗掘防止、盛土等の水平排水、分離、

緩衝材(トンネル、処分場)、軟弱地盤安定、防草、

盛土補強、遮水シート保護、クッション用、

コンクリート養生シート、舗装強化

しがら工、地盤・コンクリート補強

盛土補強、軟弱地盤安定

排水、軟弱地盤改良

遮水(廃棄物処分場、貯水池)、 トンネル防水、水路、

護岸(吸出し防止)、地下防水、洗掘防止、屋上防水

排水

地下防水

法面保護、護岸

目地防砂板、 トンネル排水

法面保護、護岸

ここで、どんなことに気がつくでしょうか。

大きな特徴として、次の 2点が際立っていると感じませんか。

1 ) 建築用途がほとんど見あたらないこと。
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2) ほぼ全て，ジオシンセティックスが平面的・水平的に使用されていて、立体的・鉛直的

な用途が見あたらないこと。

ここに、ジオシンセティックスの今後の活躍の場があると思います。日本の建築分野と土木分

野の投資総額を考えれば、建築分野に目を向けることが需要拡大の一つの柱となるのではないで

しょうか。

間もなく 21世紀を迎えますが、ご承知の通り、建設関連の環境は激変をしています。

ーカ所で何十万凶もの大量の資材を使う大型の土木フロジェクト市場での需要開拓も従来通り

必要ですが、個別には小型で、あっても様々の建築用途での市場開拓をすれば大量需要につながる

と考えます。

建築においては、建築構造設計が信頼性や限界状態を念頭に置いた性能設計へ移行し、加えて

結果責任を厳しく問う品質保証の必要性等々の波が押し寄せるとき、これからはきちんとした地

盤工学の理論に基づく製品や工法は、現状の仕様規定で縛られる事態から一転して性能とコスト

第一の選択基準で工法や材料が採用されることになってゆくでしょう。マニュアルにのみ則った

設計をするのではなく、行き届いた地盤調査を行うと共に、目的に合った設計を行い、施工の結

果を確認し、その工事を保証する仕組みを構築することで新材料であるジオシンセティックスも

広く使われるようになると確信しています。

驚くほど広く色々な方面で用いられている諸外国の実例を調べることから初め、じっくり時間

を掛け、理論の構成と実証試験を経れば、基礎地業や土地造成に大きな需要を見出す可能性がと

ても高いと考えます。

また、立体的あるいは鉛直的な使い方をもっと考えれば、これも大きな需要拡大の柱になると

思います。これも諸外国には実例も多いし、勿論、日本の素材メーカーの開発研究者や建設会社

の設計者も色々考えておられるますが、今迄の仕様規定で縛られる状況の中ではなかなか意欲の

わかなかったのも事実でありましょうが、新しい時代を迎えるにあたり、挑戦し甲斐のある課題

だと考えます。

ジオシンセティックスの用途を拡大し、市場を 10%ずつ成長させ、 5"'6年で倍増する夢を

いつも考えています。

社会人も学生も皆さんの、もっと大勢の方のご参加を期待しています。

ご一緒に IGS日本支部で勉強しませんか。
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