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副題

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1

□２.環境 □６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 2
開発目標 ■2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 3
（選択） ■3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 11

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（39％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　番号： 1
2.工程 ■1.短縮（15％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 前田工繊株式会社販売会社 前田工繊株式会社 協会名

会社名： 住所： 福井県坂井市春江町沖布目

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所： 愛知県名古屋市東区泉

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

□1.工法　□2.機械　■3.材料　□4.製品　□5.その他

耐候性ポリエステル繊維のラッシェル網に芯材となるモノフィラメントを挿入した、
複合ポリエステル製ラッシェル網である。従来の繊維網に無い「剛性と形状保持
性」、金網にない「軽量性としなやかさ」を有する。金属製品が錆びやすい塩害環境
下や人力運搬が主となる狭隘な施工条件下において、ライフサイクルコスト・施工費
用の低減が可能である。ネットの強度をはじめとする性能においても、一般的に使用
されるφ3.2mmのひし形金網と同等以上であることを実験等で確認できている。GMネッ
トは、落石対策工としてひし形金網を使用している落石防止網設置工・落石防護柵工
や獣害対策用ネットとして幅広い汎用性のある繊維ネットである。

1-21-27　泉ファーストスクエア3F

名古屋支店 052-971-8021

伊豆原大介

前田工繊株式会社
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平成27年1月8日モノフィラメントを挿入したラッシェル網 開発年

問合せ先

前田工繊株式会社 38-3

斜面防災推進部
0776-51-9202

小林洋文

0776-51-9203

052-971-8020

登録番号

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

近畿地方整備局 平成29年11月29日

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 GMネット
収受受付年月日

平成29年11月28日

番号：
3

変更受付年月日

1-1-3.共通工／法面工

評価（事前・事後）

分類

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学

ＫＫ-170038－Ａ

活用の効果

ひし形金網(亜鉛ﾒｯｷ3種　線径3.2mm）落石防止網設置工

39.6%
15.0%



GMネット 登録No. 1639

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1(1)

その他（カタログな
ど）

積算資料等

施工管理基準資料等

（短　所）
・定形が2.7m幅であり荷姿が他の繊維ネットに比べかさばる。
・たき火などで直接燃やすと溶解する。（自己鎮火性が有り燃え広がりは無い）

（長　所）
・通常の繊維網に比べて強度が大きく、大きな落石を抑止できる。
・耐候性ポリエステル繊維を使用しており、長期の屋外暴露のも高い耐久性を発揮する。
・化学繊維であり錆などによる腐食が発生せず、沿岸部などでも高い耐久性を発揮する。
・形状保持性が高いネットであるため、通常の繊維ネットに比べ伸びが小さい。
・現地加工が容易である。
・軽量であるため設置作業はほぼ人力で行える。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　）

見積りによる

出来形管理基準　GMﾈｯﾄ敷設幅、延長：-200mm（1施工箇所毎）  ＧＭネット施工要領書
品質管理項目　材料：品質証明書、ミルシート

A-2

施工手順は従来技術「覆式落石防止網設置工」の手順に同じ
1.準備工(測量・伐採)
2.アンカー設置工・養生
3.GMネット敷設工
GMネットをマーキング位置に配置し、上部を仮固定したのちネットを展開します。隣り合う
ネットは20cm程度重ね合わせ、開口部が無いように敷設します。
4.ワイヤロープ設置工
最上段主横ロープとGMネットを結合します。結合は、横用のジョイントコイルを用い、1mに3
個の間隔で行います。
5.ジョイントコイル取付け
各ワイヤロープとGMネットを、ジョイントコイルで結合します。ジョイントコイルは0.8mに1
個の間隔で行います。
6.設置完了

■1(1).歩掛りあり（標準）　□1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

GMﾈｯﾄ材料価格（定価）

NE-GM-25（25mm目合い）　1,950円/m
2

NE-GM-50 (50mm目合い）　1,500円/m
2

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　）

（　GMネットカタログ有　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称



登録No. 1639

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）■2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 2
特許番号 特願2014-218585

実用新案 ■1.短縮（15％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

1)GMネットの強度や幅のバリエーションを増やすこと。
2)試作中

・耐候性試験スーパーUVテスター試験を行い、30年相当の促進試験で初期強度に対し60%強度保持
率があることを確認した。
・GMネットの引張試験を行い、従来技術（金網）と同等な性能があることを確認した。

資料4：耐候性試験　資料5：耐薬品性について　資料11：実物大載荷実験報告書　資料13：引張試
験　　資料14：燃焼試験　資料15：ジョイントコイル連結試験

・GMネットの製品幅は2.7mである。敷設の際、隣り合うネットを20cm程度重ねて隙間が無い様に
し、ジョイントコイルでワイヤに取り付ける。また、実物大実験で確認した取り付け用のジョイン
トコイル数を確保すること。

（適用できる条件）
・斜面条件として、のり長30m以下でかつ平均斜面勾配80°程度以下、またワイヤ・GMネットに作
用する荷重が許容強度内であること。

・現時点では、設計の際作用する落石の最大荷重を覆式落石防護網工の実物大実験より確認できて
いる20kN以下とすること。各ワイヤが固定されるアンカ－は岩に定着させ、極力せん断力で抵抗さ
せるようにする。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 GMネット
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（適用できない条件）
・斜面条件として、のり長30m以上または平均斜面勾配80°程度より急峻な条件。ワイヤ・GMネッ
トの許容強度を超えるような荷重が作用する条件。
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実績件数 公共機関： 12 民間：

発　注　者 施工時期
北海道開発局
釧路開発建設部

2015/12/05～
2016/03/18

北海道開発局
小樽開発建設部

2016/03/20～
2016/03/31

北海道開発局
留萌開発建設部

2016/08/12～
2016/12/23

福井県丹南土木事
務所

2015/03/15～
2015/03/19

広島県道路公社 2015/12/05～
2015/12/11

八幡浜土木事務所 2016/04/14～
2016/04/15

峡東建設事務所 2016/05/21～
2016/05/31

五条土木事務所 2016/08/27～
2016/08/31

福井県嶺南振興局 2017/01/20～
2017/01/20

福井県鯖江丹生土
木

2017/02/20～
2017/02/22

広島国道1号線 獣害対策

砂防減第136号の1(急)外勘定地区
砂防施設防災・減災対策工事

一般国道38号
釧路市 北園東舗装工事

一般国道229号
神恵内村 神恵内漁港

平成27年度産土
地区産土工区農地保全工事

道路防災施設修繕工事(防災・安全
交付金(補正予算))25-1工事

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 GMネット

工　事　名

(県単)急傾斜地崩壊防止施設改修
工事
28-8工事(越前町米ノ地区)

平成28年度敦賀立石災害(仮)

奈良県五條市R165落石対策

主要地方道上野原丹波山線道路災
害防除工事(明許)

0

CORINS登録No.
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#

#獣害対策兼小規模落石対策工 覆式落石防護網工（獣害対策）

実験 既設金網の補強

GMﾈｯﾄ（モノフィラメント） 覆式落石防護網工

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 GMネット

A-5


