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１．はじめに  

モバイルレビーは、日常は河川景観を阻害せず、洪

水時にのみ越水を防止する機能を有する可搬式あるい

は可動式の堤防である。国内では古くから「畳堤」と

称し、民家の畳を止水パネルに利用する形式のものが

あり、長良川や揖斐川などで有名である。海外では、

パネルを立てる方式やチューブ状の袋に水や砂を詰め

ることで堤防を構築する形式のものもある。 

近年、局地的豪雨の影響で河川が増水し堤防が決壊

することや内水氾濫による民地への浸水被害が各地で

発生している。洪水から人命や財産を守るために、従

来はこれら越水・浸水対策として、積み土のう工など

の治水工法が用いられてきた。しかし、積み土のう工

はほとんど人力によるため、時間と手間がかかる工法

である。 

本報告は土のう積み工に代替する水防ツールとして

技術開発を行った三角水のうについて報告する。 

 

２．三角水のうの概要 

三角水のうは、従来の積み土のう工に代わる水防

工法として簡便に設置が可能な可搬式特殊堤防であ

る。遮水性の高い塩化ビニルシートを用いて製作し

た三角形のチューブ状の袋体を延伸して敷設し、そ

の後袋体の中に注水することで築堤し、堤防からの

越水や民地への浸水を堰きとめる。給水ポンプを用

いて少人数で短時間に構築できるため、労力を必要

とせず、増水時など危険な場所での作業時間を最小

限にできる。また柔軟で軽量な防水シートで構成さ

れているため、小さく折り畳んで保管でき持ち運び

が容易である。土のうのように充填材の準備は不用で、河川水等の注水が可能であり、使用後は

排水して再利用が可能で廃材が出ない。 

 

写真-1 兵庫県揖保川の畳堤１） 

写真-2 三角水のう 
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表-1 三角水のうの標準仕様 

３．三角水のうの形状と安定検討モデル  

図-1 のように水位が上昇すると三

角水のうに水圧が外力として作用する。

水圧水平力は水のうの回転（転倒）と

滑動を起動させる。一方、水圧鉛直力

は安定性の向上に作用し、水のうの自

重と水圧鉛直力による堤体との摩擦抵

抗が滑動に対して寄与する。  

三角水のうの安定性については、三

角水のうと土との摩擦係数を実測値から μ＝0.5として事前に照査した。その結果、大型の三角水
のうは水深が約 100cmまでは滑動せず安定し、三角形状が水圧による転倒モード時の安定性に効
果的であることを事前の検討で確認した。 
 

４．性能確認試験 

(1) 目標性能の試験項目 

 三角水のうの止水効果や安定性を確認するために実物大の三角水のうを用いて性能確認試験を

実施した。性能確認試験における主な確認項目は、①止水性の確保（水のうの底部や連結部分） ②
外力に対する安定性 ③強度
特性 ④注水性（施工性）など
である。 
（独）土木研究所の実験土槽

内に三角水のうを設置して性能

確認試験を行った。 
性能確認試験に使用した三角

水のうは表-1に示す大型、標準

型について連結部分からの漏水

について確認できるようにそれ

ぞれ直列に 2本連結した。  

 
(2) 目標性能の試験結果 

a）止水性・安定性試験 

三角水のうの使用にあたっては、適用水深（水圧に対して三角水のうが安定する最大水深）以

下の水圧に対する安定性が要求される。 
止水性についての性能確認は、三角水のう注水後、湛水側に水を溜めて漏水の程度を確認し、

安定性については、滑動や転倒が生じないことを確認することにより行った。 
 

 

 

品番 A-80 A-50 B-50 

類型 
型式 大型 標準型 
膜材 高強度タイプ 標準タイプ

仕 
 

様 

高さ(cm) 
(注水時) 

110 
(100) 

70 
(60) 

幅(cm) 200 120 
全長(cm) 400 600 
容量(m3) 約4.4 約2.5 
乾燥重量(㎏) 29 26 16 

図-1 外力に対する安定モデル 
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試験条件 

試験条件を表-2に示す。 
表-2 安定性確認試験条件 

項  目 内  容 

大

型 

湛水深 適用水深＝80cm以下（頂点最低高=1.0m） 
試験体 2体(各4ｍ)を連結した8ｍ 
設置面状態 コンクリート 

標

準

型 

湛水深 適用水深＝50㎝以下（頂点最低高=60㎝） 
試験体 2体(6ｍと2ｍ)を連結した8ｍ 
設置面状態 コンクリート 

※試験体は8ｍの土槽に設置する。 
※標準型については、安全側を考慮し標準タイプの膜材に対して試験する。 

 

試験方法 

水平なコンクリートまたはアスファルトコンクリート面上に三角水のうを設置した後、水

のうの背後に適用水深まで湛水し、連結部および底部からの漏水量の計測、三角水のうに滑

動や転倒が生じないことを確認する。 
 
試験結果 

止水性についての試験結果を表-3に示し、三角水のう（大型）の試験状況を写真-3に示す。

標準型においては、水深 40cm程度までは顕著な漏水はなかった。大型においても適用水深
80cmにおける漏水量は、500ml/min･10cm程度であった。 
止水性確認試験の結果、三角水のうの大型、標準型とも、適用水深以下では十分な止水性

を有することが確認された。 

表-3 止水性確認試験結果 

項  目 試験結果 

大

型 

水深（cm） 20 50 80 

漏水量ＱL1  

（l/min） 
27.3 37.5 42.9 

標

準

型 

水深（cm） 20 30 50 

漏水量ＱS1  

（l/min） 
0 0 27.6 

※漏水量は三角水のうの延長8ｍ当たりの数値を表わす。 
 

三角水のうの安定性確認については、大型、標準型とも、適用水深以下では滑動および転

倒は生じなかった。なお、大型の三角水のう（適用水深 80cm）では、湛水深を 93cmまで上

昇させると滑動が生じた。一方、標準型の三角水のう（適用水深 50cm）では、湛水深を頂
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点 60cmまで上昇させても滑動や転倒
は生じなかった。 

安定性確認試験の結果、三角水のうの大

型、標準型とも、適用水深以下では十分

な安定性を有することが確認された。 

 

b）強度特性試験 

三角水のうに使用する膜材は、洪水時に

流下する流木などの漂流物が衝突した際に、

重大な損傷が生じない程度の強度（耐衝撃

性）が要求される。耐衝撃性に対する性能

確認は、流木を模した重錘を三角水のうの

側面に衝突させ、膜材に顕著な損傷が生じないことを確認することにより行った。 
 
試験条件 

試験条件を表-4に、流木の衝突イメージを図-2に示す。 

漂流物の衝突エネルギーの考え方については、以下のように整理した。 

表-4 耐衝撃性確認試験条件 

項  目 内  容 

流木の重量Ｗ0（kN） 

Ｗ0＝π･R2･Lwm･σ＝1.15（kN） 

流木の半径R：0.15ｍ、流木の最大長Lwm:5ｍ、 

流木の密度σ(樹種はスギと仮定)330kg/m3（≒3.24kN/ m3） 

流木の仮想重量Ｗ1（kN） 
Ｗ1＝Ｗ0＋(π/4)Ｄ2×Lwm×σ＝2.08（kN） 
流木の喫水Ｄ：0.9×2R＝0.27ｍ 

衝突速度（ｍ/sec） 1.0 3.0 5.0 

流木の衝突エネルギー（kJ） 0.11 0.95 2.65 

重り(衝突荷重) Ｗ2（kN） 2.9（300kg） 

吊り上げ高（cm） 4 33 91 

大

型 

衝突高（水深） 0.5（ｍ） 

衝突回数 3回以上 

計測項目 衝突回数と損傷状況 

試料数 各1体 

標

準

型 

衝突高（水深） 0.3（ｍ） 

衝突回数 3回以上 

計測項目 衝突回数と損傷状況 

試料数 各1体 
※高強度タイプの膜材のほか標準タイプについても併せて確認を行った。 
※流木は長軸が水流の方向と平行に流下するが、『三角水のう』に衝突する場合は、直角に衝突するものと
仮定して衝撃力を計算する。 
※流木の衝突エネルギーは「津波漂流物対策施設設計ガイドライン（案） 平成21年5月」を参考に算出した。 

大型：水深 80 ㎝ 

写真-3 安定性確認試験の状況（大型） 
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試験方法 

水平なコンクリートまたはアス

ファルトコンクリート面上に三角

水のうを構築し、重錘を振り子状

に所定の高さまで引き上げ、三角

水のうの側面に水平に衝突させる

（図-3 参照）。落下高さは 3 ケー
ス実施し、各 3 回以上（最大 10
回）衝突させ破損を生じないこと

を確認する。 
 

試験結果 

試験状況を写真-4に示す。 

これらの結果より、高強度タイプ

の大型、標準型とも、重錘を最大

5.0m/s の衝突速度相当の高さで 10
回衝突させても損傷は生じなかった。

膜材表面は、5.0m/sの衝突速度相当
時の衝撃試験時にのみ擦り傷がつく

程度であった。また、標準タイプの

標準型においても、高強度タイプ同

様に顕著な損傷はみられなかった。 

強度特性試験の結果、三角水のうの大 

型、標準型とも、十分な耐衝撃性を有す

ることが確認された。 

 

c）注水性（施工性）試験 

三角水のうの使用にあたっては、本体の敷設やユニット同士の連結、注水ホースの接続および

注水、撤去などの作業が確実に実施できる施工性が要求される。 
施工性に対する性能確認は、試行的に三角水のうを複数個設置し、問題なく施工できることを

確認することにより行った。 
 

試験条件 

注水性（施工性）確認試験条件を表-5に示す。 
表-5 注水性（施工性）確認試験条件 

項  目 内  容 

大 型 高強度タイプ 高さ1.1ｍ×幅2.0ｍ×全長4.0ｍ＠2体連結＝8ｍ 

標準型 標準タイプ 高さ0.7ｍ×幅1.2ｍ×全長6.0ｍ＠2体連結=12ｍ 

三角水のう

H=1.1m

B=2.0m

R 流木 
P 

図-2 流木の衝突イメージ 

写真-4 耐衝撃性確認試験の状況 

h＝吊り上げ高

衝突高

図-3 耐衝撃性確認試験概要図 

吊り上げ高

衝突高 
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試験方法 

三角水のうを敷設（大型 2体、標準型 2体をそれぞれ連結）し、施工性を確認する。 

 

試験結果 

大型・標準型ともに敷

設・連結・ホース接続まで

は約 5分程度と短時間で簡

単にできることを確認した。

注水には高圧ポンプを使用

し、吐出量約 300l/min（圧
力約 0.4MPa）でデルタチ
ューブ大型 1 体約 15 分、
標準型 1体約 5分で注水完了した（写真-5参照）。 
注水作業も容易に行うことができ、敷設から注水、立ち上げまで一連の作業をスムーズに

行うことができた。 

 注水性（施工性）試験の結果、大型、標準型とも短時間で容易に施工できることが確認された。 

 

５．おわりに 

 三角水のうは新しい水防資材として各地で採用されつつある。洪水期になると各地で頻繁に発

生している浸水災害に対し、浸水・越水防止対策として従来の積み土のう工法に加え、三角水の

うの技術が適用されることにより省力化・迅速化をはかることが可能になる。 

 

本技術開発は、一般社団法人リバーテクノ研究会の活動の一環として進めてきたものである。 

一般社団法人リバーテクノ研究会は、民間企業 21社（総合建設コンサルタント会社 7社、地盤

調査会社 5 社、材料メーカー9 社）を会員企業として構成された研究会で河川の環境や防災に関

する新しい技術を開発し普及を図り、環境保全と安全で安心な国づくりに貢献することを目的と

して活動している研究会である。 

新しい水防資材として、三角水のうの技術開発に携わったリバーテクノ研究会の皆様に深謝の

意を表します。 
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写真-5 三角水のう（標準型）の敷設・注水状況 
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