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排水路の衝撃吸収工法及び洗掘対策工法の適用性評価について 
―供用３年経過後のモニタリンク結果― 
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齊藤 晴保 
 

野深地区ケバウ幹線排水路の降雨増水時は玉石等を含む土砂類が流下するため、護岸工であ

る積ブロックと衝突し、破損が生じている。また、排水路河床部は洗掘が進み、積ブロックが

不安定な構造となっており、大雨時に農地への被害が危惧される。 
そのため、転石の衝撃吸収対策を目的に、ストックマネジメント技術高度化事業で実施した

対策工法の概要と、供用3年経過後のモニタリング調査結果を取りまとめ、対策工法の有効性、

耐久性等の検証結果を報告する。 
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1.  はじめに 

排水路の積ブロックは、河床中央部の無被覆部が洪水

により洗掘され、基礎コンクリート破断、落下を生じる

河床洗掘が見受けられる。また、水路内に転石が流下し

急湾曲部の外側積ブロックに衝突しブロックの摩耗（剥

離）を引き起こす転石衝突が多く見られ、不安定な構造

となっており、大雨時に農地の陥没・洗掘被害が危惧さ

れる状況にある。 

そのため、転石の衝撃による劣化の発生を抑制する

こととして、ストックマネジメント技術高度化事業にお

いて、「衝撃吸収対策工」を実施した。本報では、衝撃

吸収対策工法の試験施工（平成24年度）及びモニタリン

グ調査（平成25年度、26年度、27年度）について報告す

る。 

 

2.  対象施設の概要 

国営直轄明渠排水事業野深地区（以下、「本事業」と

いう。）は、北海道浦河郡浦河町において(図-1)、昭和

48年度から昭和59年度にかけて実施され、降雨による周

辺耕地の浸水被害、過湿被害を解消し、農業経営の安定

化を図るため、ケバウ幹線排水路（以下「排水路」とい

う）5,911.45mを造成している。(表-1) 

本排水路は、勾配が1/150と急峻であり、段丘に含ま

れる石礫･岩塊が排水路内を流下している水路である。 

試験施工対象施設(SP=3,037.92～SP=3,080.40)である

排水路(表-1)は、本事業により、昭和56年度から昭和57

年度に造成された底部4m幅の基礎コンクリートを有する

積ブロック構造である。(図-2) 

 

 

 

図-1 野深地区位置図 

 

表-1 排水路構造諸元 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 標準断面図 

SP 0.00 ～ SP265.00 265.0 S58
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3.  対象施設の機能診断調査及び現況調査 

 試験施工にあたり、平成22年度に排水路の機能診断調

査を実施し、(1)現地踏査、(2)定点調査、(3)健全度評

価を行った。さらに、平成23年度には、平成22年度の機

能診断調査を元に対策工法の検討のため、(4)現地踏査

を行った。 

これら現況調査の結果を次に示す。 

(1)現地踏査では、基礎コンクリートの破損・流失、底

面洗掘、背面土砂の陥没、積ブロックの欠損が確認され

た。 

(2)定点調査では、流水による河床低下に加え、流水と

土砂による摩耗・骨材露出、基礎コンクリートの破損・

流失が確認された。 

(3)健全度評価のランクでは、S-2評価であり、主な変状

は積ブロックの欠損等であった。(表-2) 

(4)対策工法検討のための現地踏査では、右岸側河床の

洗掘が発生し、右岸ブロックの河床から約40cmまでが損

傷しているのが確認された。(写真-1,写真-2) 

対象区間の河床部に長径約40cmの転石(写真-3)が残さ

れており、損傷の範囲が積ブロックの下段部のみである

ため、転石が路線内最大の湾曲部である対象区間の積ブ

ロックに衝突を繰り返し、ブロックを損傷させているこ

とが考えられる。 

この劣化メカニズムは、図-3の通りと想定された。 

 

表-2 健全度評価結果 

 

 

写真-1 SP=3,066 積ブロック剥離状況 

 

写真-2 積ブロック破断状況 

 

写真-3 SP=3,040 河床状況（転石） 

 

 

図-3 劣化メカニズム（転石衝突） 

 

4.  対策工法の選定 

(1)  劣化のメカニズムに合わせた対策工法 

対策工法の選定には、主たる劣化要因から回復すべ

き構造性能の低下や変状、劣化の程度を把握して適合し

た工法や材料を設定した。 

対象区間のコンクリート部材の劣化は、転石衝突に

よる表面欠損の繰り返し作用によるものであり、コンク

リートの劣化のメカニズムでは、摩耗が最も近い現象で

ある。 

また、対象区間における劣化の変状程度は、積ブロ

ックの摩耗の深さが大きく、骨材の露出が著しいため、

劣化過程は「加速期～劣化期」に相当し、その中で断面

修復と補強(接着等)が主工法として適応すべき工法であ

り、主工法の次に適応性の高い工法として補強(増厚、

打換え)が考えられ、表面被覆が劣化のメカニズムに応

じて適用を検討する工法となる。(表-3) 

摩耗に対する補修・補強工法の選定について、要求さ

れる主な効果(表-4)と対応させ、表-3に整理した。 

コンクリート部材の補強対策には、補強材による部材

補強、部材の交換、断面の増厚が挙げられ、補強の概要

と工法を表-5に示す。 

対象 位置 規格・寸法 健全度ランク 主 な 変 状
検討対象と
なる要因

A-9：
 積ブロック

排水路

SP3030
～

SP3080
B=4.00×H=1.16m S-2（補強）

積ブロックの欠損、
基礎コンクリートの欠損・
流失

洗掘

水路内を転石が流下

損傷は急湾曲部に集中して発生

洪水により転石が下流へ

衝突されたブロックが剥離

急湾曲部では外側積ブロックに衝突

積ブロックの1箇所が剥離する

剥離したブロックの上流側に転石が衝突しやすくなる
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表-3 摩耗に対する補修・補強工法の選定表 

 

表-4 要求される主な効果 

 

表-5 補強工法と適用部位 

 

 

(2)  断面修復工の検討 

摩耗（欠損）したコンクリートを元の形状に修復す

るため、母材であるコンクリートと同等以上の強度、母

材との優れた密着性を有し硬化時の収縮量が少ない材料

を選定する。 

断面修復に用いられる材料と特徴を表-6に示す。 

断面修復材料4種から、修復断面が厚いという現地特

性と経済性を考慮すると、断面修復材は「無収縮モルタ

ル」が一般的となる。（表-7） 

しかし、無収縮モルタルで修復した場合、既存コン

クリート上面の表面コーティング部は、今後においても

浸透水の凍結や石礫衝突による剥離・欠損の再発が考え

られるため、補強を念頭に置いた切断・打換えによる断

面補修工法とした。 

 

表-6 断面修復材の特徴 

 

表-7 断面修復材の評価 

 

 

(3)  補強工法の検討 

対象区間は、転石の衝撃により急速に劣化が進行し

ている状態であり、同様な劣化の発生を抑制するため、

補強工法も併用し、耐久性を高める必要がある。 

ただし、衝撃によって摩耗する場合、対策工法は限ら

れているため、耐摩耗性能を有する工法と特徴の中から

選定した。（表-8） 

表-8 耐摩耗性を有する工法と特徴 

 

ラバースチール工法は、ゴムの弾性と鉄の剛性とを組

合わせて生まれた構造のコンクリート保護材であり、耐

摩耗性、衝撃力の分散・緩和効果というような特徴があ

げられる。 

よって、コスト的には不利であるが耐衝撃性、冬期

施工性、曲線部に設置するという現地特性を総合的に考

慮し、「ラバースチール工法」を選定し、衝撃対策とし

た。(表-9),(図-4),(図-5) 

「ラバースチール工法」施工区間は、比較的衝撃の強

い湾曲部の入口から中央部にかけて厚さ30mm(ラバー

24mm,スチール6mm)を設置し、中央部から出口の区間に

かけて厚さ25mm(ラバー20.5mm,スチール4.5mm)を設置し

た。 

ラバースチールで保護する積ブロックの高さは、現地

踏査、及び平均粒径の算出により、転石の粒径は、40cm

と想定されるため50cmとした。また、基礎コンクリート

部も同様に保護する幅を50cmとした。 

適　用 工　法 適　用 工　法 適　用 工　法 適　用 工　法

劣化因子
の遮断

◎ 表面被覆①③ ◎ 表面被覆③ △ 表面被覆③ △ 表面被覆③

劣化速度
の抑制

－ － △ ひび割れ補修 △ ひび割れ補修

劣化因子
の除去

－ ○ 断面修復④ ◎ 断面修復④⑤ ◎ 断面修復④⑤

－ － － ◎ 補強(接着等)

－ － － ○
補強(厚増,打
換)

（注） 適用、工法の記号は、以下の意味を持つ。

◎：主工法として適用すべき工法。

○：主工法に次いで適用の高い工法。

△：構造物の劣化状況に応じて適用を検討する工法。

①～⑤：「補修工法に要求される主な効果」と対応している。

　　参考文献：農村振興局設計課「農業水利施設のコンクリート構造物調査・

　　　　　　　評価・対策工法選定マニュアル」（平成19年3月）p.153

　摩耗深さが小さく、
剛性変位や鉄筋腐食が
ない段階。摩耗を受け
やすい環境（流速、砂
礫混入）にある場合
は、表面被覆の検討を
行う。

　摩耗深さが大きくな
り鉄筋腐食が始まる段
階。表面から摩耗を防
ぐ工法、劣化部位の除
去や断面修復を優先的
に検討する。

　鉄筋腐食に伴うひび
割れ、浮きなどが発生
する段階。粗骨材の露
出が顕著になる。変
形・たわみが大きくな
る等、劣化が激しい段
階になるため、補強の
検討を行う。

要求性能

工法選定
の理由

（要求性
能）

　水に接する面からセ
メント成分が溶脱し
て、表層の強度低下が
進行する段階。摩耗を
促進する環境（流速、
砂礫混入）にある場合
は、表面被覆による予
防的処置の検討を行
う。

Ⅰ　潜伏期 Ⅱ　進展期 Ⅲ　加速期 Ⅳ　劣化期

耐荷力、
変形性能
の改善

補修工法 補修工法の目的及び要求効果
①表面からの劣化因子（CO2,H2O,Cl,O2など）の進入防止

②剥落防止

③摩耗防止

①限界値を超えたアルカリ濃度低下部のアルカリ性回復

②限界値を超えた塩化物イオンを含むコンクリートの除去

③スケーリングやボップアウト部の除去と断面の修復

④劣化部分の除去と断面修復

⑤鉄筋の防食を目的とした断面修復

参考文献：農村振興局設計課「農業水利施設のコンクリート構造物調査・評価・

　　　　　対策工法選定マニュアル」（平成19年3月）p.156

断面修復

表面被覆

補強部位 対　策 補強の概要 工　　法

補強材による
部材補強

コンクリート面に補強材を接着
することにより、部材強度を回
復させる。

・鋼板接着工法
・FRP接着工法
・連続繊維シート接着工法

部材の交換
劣化した箇所を撤去して、コン
クリートや鉄筋を再施工する。

・コンクリート断面の打換
　え工法（部分打換え工と
　全面打換え工）

断面の増厚

コンクリート断面を厚くして部
材強度を高める。水路内面を増
圧する場合は、水理特性の検討
が必要となる。

・断面増厚工法
・吹付工法

構
造
体

支持点の増設
側壁上部に支持点（梁増設）を
設けることにより、側壁・底版
の発生応力を低減する。

・支持点増設工法

コ
ン
ク
リ
ー

ト
部
材

　　　参考文献：農村振興局設計課「農業水利施設のコンクリート構造物調査・評価・

　　　　　　　　対策工法選定マニュアル」（平成19年3月）p.157

材　　料 長　　所 短　　所

SBR系ポリマーセメント
コンクリート
（モルタル）

長期接着性大。防止性大。中性化に対する抵抗
性が良い。安価。毒性なし。湿潤面の施工可。

初期作業性に問題がある。塗布工法に不向き。
一度に厚付け不可。

PE系ポリマーセメントコ
ンクリート

（モルタル）

初期接着性大、施工法が良い。耐水性大。耐ア
ルカリ性大。毒性なし。湿潤面の施工可。

種類が多く選択に留意しなければならない。比
較的高価。一度に厚付け不可。

エポキシ樹脂
モルタル

接着性大。科学抵抗性大。硬化が早い。防水性
大。圧縮強度大。引張・曲げ強度大。

耐熱性が劣る。低湿硬化性が劣る。高価。毒性
あり。

無収縮モルタル
厚付け可（１回40ｍｍ）。乾燥収縮が小さく、
ひび割れが発生しにくい。圧縮強度大。安価。

十分な水硬化環境が必要。

断
　
面
　
修
　
復
　
材

修復材料 接着性 圧縮強度 厚付け施工性 経済性 総合評価

大 該当なし 厚付け不可 安価

○ － × ○

大 該当なし 厚付け不可 比較的高価

○ － × △

大 大 該当なし 高価

○ ○ － ×

該当なし 大 厚付け可 安価

－ ○ ○ ○

SBR系ポリマー
セメントコンクリート

（モルタル）

PAE系ポリマー
セメントコンクリート

（モルタル）

エポキシ樹脂モルタル

無収縮モルタル ○

×

×

×

特　　　　　徴

レジンモルタル工法
セメントコンクリートへの高い付着力、耐摩耗性が高いが耐衝撃
性は不明、温度条件が-25℃～常温と低温施工性が高い。

ポリマーセメント
モルタル工法

セメントコンクリートへの高い付着力、耐摩耗性が高いが耐衝撃
性は不明、冬期施工は防寒養生が必要。

樹脂モルタル
保護工法

エポキシ樹脂による接着、耐摩耗性が高いが耐衝撃性は自社実験
で一部亀裂発生、冬期施工は防寒養生が必要。

吹付工法
ポリウレタン樹脂

吹付工法
クラック追従性、耐摩耗性が高いが耐衝撃性は不明、冬期施工は
防寒養生が必要。

ＦＲＰＭ板
ライニング工法

耐摩耗性が高いが耐衝撃性は自社実験で一部亀裂発生、軽量・切
断加工可能、施工温度条件無し。

ガラス繊維
パネル工法

耐摩耗性が高いが耐衝撃性は自社実験で一部亀裂発生、軽量・切
断加工可能、施工温度条件は目地材は防寒養生が必要。

ラバースチール工法
耐摩耗性・耐衝撃性が高い、重量・切断加工不可、施工温度条件
は無し。

工　　法

表面被覆
工法

パネル接着
工法
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表-9 補強工法の評価 

 

 
図-4 ラバースチール工法設置平面図 

図-5 ラバースチール工法 30mm 

 

5.  試験施工 

衝撃吸収対策工の施工は、平成24年10月中旬～平成25

年2月下旬に実施したため、冬期施工として、シート仮

囲い及びヒーターよる養生対策（5℃以上）を講じた。

(写真-4) 

ラバースチール工法設置状況を写真-5に示す。 

設置前にはラバースチールの老化試験を実施した。

また、この試験で得られた値を基準値とした。 

ラバースチール試験表を表－10に、ラバースチール基

準値を表-11に示す。 

 

写真-4 養生対策状況 

 

写真-5 ラバースチール工法 設置状況 

表-10 ラバースチール試験成績表 

 
表-11 ラバースチール基準値 

 

 

6.  モニタリング調査結果 

(1)  目視調査 

ラバースチール工法25mm区間は、表面に薄く泥が付着

しているのが確認されたが、割れ摩耗などの劣化は確認

できなかった。 

ラバースチール側壁上部、及び底版部に設置されて

いるスチール製の洗掘防止剤は、塗装に剥がれや錆が見

られるが、構造上の問題はない。 

ラバースチール工法30mm区間は、25mm区間と同様に、

表面に薄く泥が付着しているのが確認されたが、割れ摩

耗などの劣化は確認できなかった。 

スチール製の洗掘防止材についても、塗装に剥がれ

や錆が見られるが、やはり構造上の問題はない。 

工法

冬期
施工性

耐衝撃性 耐摩耗性
現地特性

(曲面施工)

機能保全
コスト

（千円）
特 性 総合評価

186

○

191

○

357

△

283

△

182

○

294

△

1,441

×

○レジンモルタル工法 △ ○
左官工法

○

　表面コーティング間におけ
る浸透水凍結による剥離・欠
損が考えられるため。

×

　表面コーティング間におけ
る浸透水凍結による剥離・欠
損が考えられるため。

×

樹脂モルタル
保護工法

△ × ○
吹付工法

○
　耐衝撃性は自社実験で一部
亀裂発生。

×

ポリマーセメント
モルタル工法

△ △ ○
左官工法

○

×

ＦＲＰＭ板
ライニング工法

○ × ○
曲面施工

×
　耐衝撃性は自社実験で一部
亀裂発生。

×

ポリウレタン樹脂
吹付工法

△ △ ○
吹付工法

○

　表面コーティング間におけ
る浸透水凍結による剥離・欠
損が考えられるため。

×

ラバースチール工法 ○ ○ ○
曲面施工

○

　経済性が劣るものの、転石
衝突に対する信頼度が高いこ
とから、試験として採用す

○
（採用）

ガラス繊維
パネル工法

△ × ○
曲面施工

×
　耐衝撃性は自社実験で一部
亀裂発生。

×

増厚工法 △ × × ×

全面打換工法 △ × ×

規格 結果 備考 試験規格

引張強さ 16MPa以上 17.4

伸び 350％以上 470

硬さ 72度以下 69 デュロメーター（タイプA） JIS K 6253

30％以下 19 JIS K 6262

引張強さ 老化前値の80％以上 98%

伸び 老化前値の80％以上 83%

硬さ
老化前値の+8度以内
で、かつ76度以下

(72)
+3度

JIS K 6253

※老化試験方法は、JIS K 6257に拠る。

※（）内数値は、測定値を示す。

※JIS K 6257とは、加熱した空気中に試験体を曝して酸化・分解・揮発などの劣化現象を促進させる試験

　である。
　一般的に、熱老化試験前後における試験体の硬さや引張特性などを測定し、これらの物性の変化(率)を

判定基準として評価する。

試験項目

3号形　試験片 JIS K 6251

JIS K 6251

老化後

圧縮永久盃

老化前

70 1 ，96			0
2
時間

70 1 ，24 		0
2
時間

96%
83%

基準値

伸び
引張強さ

老化前69度であるため、
基準値=69度+8度=77度以内、かつ76度以内

硬さ 76度以内

備考
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(2) ゴム硬度測定 

ゴム硬度測定は、ラバースチール25mmの側-23と、

30mmの側-1を対象とした。計測箇所は、1枚につき8箇所

を計測し平均値を求めた。 

計測方法は、ゴム硬度計により測定した。（表-12） 

ラバースチールの硬度は、ラバースチール基準値よ

り76度以下であり、過去2年のデータと比較しても機能

低下は確認できない。 

 

表-12 ゴム硬度モニタリング調査結果（度） 

 

 

図-6 ラバースチールゴム硬度計測箇所 

 

(3) ゴム摩耗量測定 

ゴム摩耗量測定は、ゴム硬度測定と同様にラバース

チール25mmの側-23と、30mmの側-1を対象とした。計測

箇所は、1枚につき8箇所を計測し平均値を求めた。（表

-13） 

計測方法は、デジタルノギスにより計測した。 

厚さは、施工時の試験成績表を基準として、ラバー

スチールt=25mmの厚さが25mm～27mm、t=30mmの厚さが

30mm～34mmである。 

過去2年のデータと比較しても変形は確認できない。 

 

表-13 ゴム摩耗量モニタリング調査結果(mm) 

 

※H25.2.25は、施工時のデータである。 

 

 

図-7 ゴム摩耗量測箇所 

 

 

(4) 固定ボルト調査 

固定ボルトの調査は、全ボルト818本を対象として、

六角レンチにて緩み調査をおこない、緩みがある場合は、

適正トルクで締め付けを行った。 

トルク値は、t=25mmが20ｋN/mm2、t=30mmが30ｋN/mm2で

ある。 

t=30mmでは、アンカーボルトが空回りする破損箇所が

4箇所（側-12ボルト1、側-22’ボルト2、側-23’ボルト

1,2）（写真-6,7）、欠落箇所が1箇所（底-20ボルト4）

あり、測定不能であった。 

平成27年度の緩み調査結果を示す。(表-14) 

 

 

写真-6 ラバースチール t=30mm 側-12ボルト1 

 

写真-7 ラバースチール 側-22’,側-23’ 

表-14 固定ボルト緩み調査結果 

 

 

この緩み箇所は、側壁ラバースチールの下部のボルト

に多く発生しており、原因は以下の2点が考えられる。 

①水流や石礫衝突による振動がラバースチールに伝わる

ことが原因の一つと考えられる。 

②平常時の水位は5cmから15cm程度で推移しており、ラ

バースチールの下部のボルトが気中部となったり水中部

となったりし、母材であるラバースチールが温度差によ

って収縮することや、冬期間における凍結の影響によっ

てボルトの軸方向に繰り返し荷重がかかるため、ボルト

が微量ながら回転するためと考えられる。 

H.25.11.18 H.26. 9.30 H.27.10.20

t=25mm側-23 67.39 65.53 66.61

t=30mm側- 1 67.42 64.44 63.75

H.25. 2.25 H.25.11.18 H.26. 9.30 H.27.10.20

t=25mm側-23 28.55 28.63 29.21 28.83

t=30mm側- 1 32.05 31.80 32.18 32.22

総本数 緩み(本) 割合(%) 総本数 緩み(本) 割合(%) 総本数 緩み(本) 割合(%)

側壁 209 29 14 200 46 23 409 75 18

底版 209 36 17 200 13 7 409 49 12

全体 418 65 16 400 59 15 818 124 15

位置
t=25mm t=30mm 全体
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(5) モニタリング調査一覧 

平成27年度モニタリング調査結果の一覧を示す。(表-

15)  

 

表-15 平成27年度モニタリング調査結果一覧 

 

 

7.  対策工法の適用性について 

(1) 外観及び断面の変状 

ラバースチールのゴム表面や、スチール部には、大き

な変状は見当たらず、良好な状態であった。平成27年11

月14日から15日に降った大雨によって、直径30cm程度の

転石や、コンクリート塊が見られ、ラバースチールゴム

に衝突した形跡があった。しかし、変状は見られずラバ

ースチールは良好な状態であった。（写真-8）また、横

断測量から、断面にも大きな変化は見られず、施工時の

状況を保っている。 

 

写真-8 転石状況 

 

(2) ラバースチールゴムの耐久性 

ラバースチールゴムは、施工3年後のモニタリング調

査を行って、ほとんど劣化は確認できず、非常に良好な

状態と考えられる。 

 

(3) 固定ボルト 

ラバースチールを留めるボルトの一部では、緩みが発

生しているが、適切な時期に適切なトルクで締めること

で性能が維持されているものと考えられる。 

破損、欠落については、アンカーボルトの再設置にて

対応し、ボルトの緩み発生を解決するためには、ボルト

径を太くするか、ボルトの本数を増やすことで対応でき

ると考えられる。 

 (4) 総評 

積ブロック工法の排水路では、転石による積ブロック

の破壊が確認された。そのため、断面修復工とともに補

強工法の併用に着目した。 

転石による衝撃対策には、補強工法の中でもラバース

チール工法を採用することで、耐久性を高めることが確

認できた。 

しかし、ボルトの緩みが発生しているため、定期的な

維持管理を行うことが必要であると考えられる。 

 

8.  おわりに 

ラバースチール工法を補強工法として施工することは、

断面修復のみの積ブロック工法に比べ、優れていること

が判明した。 

今後のモニタリング調査では、ラバースチールの裏側

の積ブロックの目視調査や、強度の確認を取り入れ、積

ブロックの衝撃状況を把握することも必要と考える。 

今回のモニタリング調査において、ラバースチール工

法の課題や改良点も明らかになったため、工法の課題等

の解決に向けた検討を行いたい。 

また、ライフサイクルコストの縮減のため、施設管理

者との協力により、施設の長寿命化につながるよう対応

していきたい。 
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ラバースチール工法(t=25) ラバースチール工法(t=30)

外観目視
･鉄枠に塗装の剥げや錆は見られたが､
ゴムにはひび割れや破損等は見られな
かった｡

･鉄枠に塗装の剥げや錆は見られたが､
ゴムにはひび割れや破損等は見られな
かった｡
･ボルトの欠落が1箇所あった｡

横断測量 前回調査から大きな変化は見られない｡ 前回調査から大きな変化は見られない｡

ゴム硬度

設計値　69度
許容硬度　76度以下
平均硬度　66.61度＜76度･･･OK
※前回調査　平均65.53度

設計値　69度
許容硬度　76度以下
平均硬度　63.75度＜76度･･･OK
※前回調査　平均64.44度

摩耗量
平均t=28.83mm
※納入時の製品の厚さ　25～27mm
※前回調査 平均t=29.21mm

平均t=32.22mm
※納入時の製品の厚さ　30～34mm
※前回調査 平均t=32.18mm

【調査結果】
①側壁　緩み　　　13.9%
　　　　測定不能　 0.0%
        欠落　　　 0.0%

②底版　緩み　　　17.2%
        測定不能   0.0%
        欠落　　　 0.0%

全体　　緩み　　　15.6%

【調査結果】
①側壁　緩み　　　23.0%
　　　　測定不能　 2.0%
        欠落　　　 0.0%

②底版　緩み　　　 6.5%
        測定不能   0.0%
        欠落　　　 0.5%

全体　　緩み　　　14.8%

【前回調査からの増減】

①側壁　緩み　　　-50.2%
　　　　測定不能　　0.0%
　　　　欠落　　　　0.0%

②底版　緩み　　　-21.1%
　　　　測定不能　　0.0%
　　　　欠落　　　　0.0%

【前回調査からの増減】

①側壁　緩み　　　 -6.5%
　　　　測定不能　 -2.0%
　　　　欠落　　　　0.0%

②底版　緩み　　　 -1.5%
　　　　測定不能　  0.0%
　　　　欠落　　　　0.0%

調査項目
平成27年度モニタリング調査結果一覧表

固定ボルト


