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袋型根固め工法用袋材 ボトルユニット
審査証明の結果

技術保有会社／お問合せ先

2021年12月18日～2026年12月17日

審査証明有効期間

建技審証第0109号

（1）構造特性
袋材は、1t、2t、3t、4t 程度の中詰め材を充填した後、吊り上げることが可能な袋構造体であること。また、
数ヶ所破断しても中詰め材が抜け出しにくい構造および目合いを有することが確認された。

（2）強さ特性
袋材は､中詰め材を充填した後、吊り上げ吊り降ろし、および落下衝撃に耐え、また、小石などとの摩耗に
耐え得る強さを有することが確認された。

（3）耐久性
袋材は、十分な耐候性、耐薬品性、および耐腐植土性を有することが確認された。

（4）耐燃焼性
袋材は、燃焼時においても延焼せず、人体に有害なガスを発生しないことが確認された。

（5）生態系への影響
袋材は、生態系の生息を阻害するような有害物質を水中に溶出しないことが確認された。

（6）施工性
袋材は、中詰め材として玉石（発生材）、割栗石、割石およびコンクリート塊などを充填することができ、
河床面の凹凸に追従し、屈撓性が良く、積み重ねが可能で、陸上から水中への設置が容易に行えることが確
認された。
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『ボトルユニット』は、ポリエステル繊維を使用し、強さ特性、耐摩耗性および耐候性などに優れるラッシェ
ル網で製作した袋材であり、国土交通省の袋型根固め用袋材の性能規定も満足している。
現地または仮置場において、中詰め材（玉石、割栗石、割石およびコンクリート塊など）を充填し、河川護岸
や橋脚などの根固め工、法面保護工、天端保護工、海岸での波の影響が小さい箇所における根固め工、緊急時の
水防資材などの袋材として使用することが可能である。
設置時に口絞り部（結び目）が突出せず、河川に設置した際に漂流物が引っ掛かりにくい形状となっている。

袋型根固め工法用袋材 ボトルユニット
技術の概要

（１）河川護岸の根固め工

ボトルユニット
ボトルユニット

吸出し防止材

（2）橋脚などの根固め工　

橋脚

（１）河川護岸の根固め工　　　　　　（４）河川護岸の天端保護工
（２）橋脚などの根固め工　　　　　　（５）海岸での波の影響が小さい箇所における根固め工
（３）河川護岸の法面保護工　　　　　（６）緊急対策用の水防資材

用途例

『ボトルユニット』の施工手順を以下に示す。

施工手順

製品の仕様

   
               

 

施工事例製品写真（2t 用）

④口絞りロープ結束 ⑤吊上げ移動

②中詰め材投入

⑥仮置、設置

①袋材設置 ③地切り
黒原着糸 ： 原料にカーボンブラックを練り込み、紡糸、延伸することで繊維を製造する。
引張強さ ： JIS A 8960に準ずる。
dtex      ：「デシテックス」。繊維の長さ10000 m当りの質量をグラム数で表す繊度の単位である。
上記の質量は、標準的な比重（2.65）の自然石（割栗石　粒径50mm～人頭大程度）を充填した
場合の参考値である。
中詰め材にコンクリート塊を使用する場合は、空隙が大きくなることと、比重が軽いため、表示の値
にならないことがある。

a）
b）
c）
d）

口絞りロープ
吊りロープ

網地25mm目合い二重

底縛りロープ

底縛りロープ

口絞りロープ

吊りロープ

中詰め材投入前（外観検査時）の形状図 中詰め材投入後の形状図

『ボトルユニット』の構成 

2500×1500mm 2800×2100mm

袋 （2重）

25 mm目

3400×2200mm 3400×2600mm

タイプ 1t用 2t用 3t用 4t用

ポリエステル製ラッシェル網（黒原着糸 a）），
再生ポリエステル製ラッシェル網（黒原着糸a））

1670 dtex c）×10本 1670 dtex c）×15本

引張強さb）450 N(約45 kgf)/本以上

伸び率　　 25 %以上 かつ 40 %以下

引張強さb）650 N(約65 kgf)/本以上

伸び率　　 25 %以上 かつ 40 %以下

玉石、割栗石、割石、コンクリート塊など
50 mm～人頭大程度の粒径

約0.5～0.62 m3 約1～1.25 m3 約1.5～1.9 m3 約2～2.5 m3

約 1 t d） 約 2 t d） 約 3 t d） 約 4 t d）

寸　法 
幅×長さ 

形　状 

網　地 

網 構 成 

網　目 

網　地 

中詰め材 

容　量

質　量
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『ボトルユニット』の標準仕様 
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