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(57)【要約】
【課題】　コンクリート製下水管路施設の内壁面の露出
を確実に防ぐことにより下水中に混入された硫化塩から
生成される硫化物やその他の腐食物質による内壁面の侵
食を防止して下水管路施設の耐久性の向上が図れるよう
にしたコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法を
得る。
【解決手段】　コンクリート製下水管路施設１の内壁面
２の劣化部分３を切削除去し、劣化部分３を切削除去し
た後の内壁面２にアンカー挿入孔４を設け、アンカー挿
入孔４に繊維アンカー５の一部５ａを挿入し接着剤６で
固定し、アンカー挿入孔４に一部５ａを挿入し固定した
繊維アンカー５の他部５ｂを引き裂いて内壁面２に放射
状に広げ、繊維アンカー５を広げた内壁面２に、繊維ア
ンカー５の上から耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層７
を形成する。
【選択図】　図６



(2) JP 2011-246901 A 2011.12.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内壁面が劣化したコンクリート製下水管路施設の内壁面を補修する方法であって、内壁
面の劣化部分を切削除去する工程と、劣化部分を切削除去した後の内壁面にアンカー挿入
孔を設ける工程と、アンカー挿入孔に繊維アンカーの一部を挿入し接着剤で固定する工程
と、アンカー挿入孔に一部を挿入し固定した繊維アンカーの他部を引き裂いて内壁面に放
射状に広げる工程と、繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維アンカーの上から耐薬品性樹
脂を塗布して防食被覆層を形成する工程とを含むことを特徴とするコンクリート製下水管
路施設の内壁面補修方法。
【請求項２】
　内壁面が劣化したコンクリート製下水管路施設の内壁面を補修する方法であって、内壁
面の劣化部分を切削除去する工程と、劣化部分を切削除去した後の内壁面にアンカー挿入
孔を設ける工程と、アンカー挿入孔に繊維アンカーの一部を挿入し接着剤で固定する工程
と、アンカー挿入孔に一部を挿入し固定した繊維アンカーの他部を引き裂いて内壁面に放
射状に広げる工程と、繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維アンカーの上から接着剤を塗
布し、この接着剤を介して内壁面にメッシュを貼り付ける工程と、該メッシュの上に耐薬
品性樹脂を塗布して防食被覆層を形成する工程とを含むことを特徴とするコンクリート製
下水管路施設の内壁面補修方法。
【請求項３】
　前記接着剤及び耐薬品性樹脂は、エポキシ樹脂であることを特徴とする請求項１または
２に記載のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法。
【請求項４】
　前記防食被覆層を形成するエポキシ樹脂にはフィラーとして汚泥焼却灰が混合されてい
ることを特徴とする請求項３に記載のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内壁面が劣化したコンクリート製下水管路施設の内壁面を補修するコンクリ
ート製下水管路施設の内壁面補修方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人孔や埋設管等のコンクリート製下水管路施設は、長期間の使用により内部を流れる下
水中に混入された硫化塩から生成される硫化物やその他の腐食物質によって内壁面が侵食
され劣化し、この劣化を放置すると下水管路施設の強度が低下し損壊に至る。このため、
予め内壁面に防食処理を施した下水管路施設が提案され、使用されている。しかし、既設
の下水管路施設には防食処理が施されていない施設が多く存在しており、これらの下水管
路施設に対して、劣化した内壁面を補修することが必要となっている。
【０００３】
　従来、かかる防食処理が施されていない下水管路施設の補修方法の１つとして、コンク
リート管の内壁面を、劣化部分が完全に除去される深さ範囲まで内壁面全体にわたって切
削除去して未劣化のコンクリート面を現出させ、この未劣化のコンクリート面にセラミッ
クパネル片を順次敷き詰めて覆い、アンカーボルト或いは接着剤で固定するといった補修
方法が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１９０８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献１に記載されたコンクリート管の内壁面補修方法では、もし、
劣化部分の除去が不完全でコンクリート管の内壁に劣化部分が残っていた場合、次のよう
な問題があった。
【０００６】
　コンクリート面にセラミックパネル片をアンカーボルトで固定している場合、当該部分
の侵食が進むことにより当該部分のアンカーボルトが効かなくなり、このアンカーボルト
で固定されているセラッミクパネル片が脱落するおそれがあり、また、コンクリート面に
セラミックパネル片を接着剤で固定している場合、当該部分の侵食が進むことにより、コ
ンクリート管の内壁から劣化部分のコンクリートが剥がれ、該劣化部分のコンクリートに
接着剤で接着されて固定されているセラッミクパネル片が剥がれたコンクリートとともに
脱落してしまうおそれがあり、セラッミクパネル片が脱落してしまうと、露出したコンク
リート管の内壁が下水中に混入された硫化塩から生成される硫化物やその他の腐食物質に
よって侵食されることになり、コンクリート管の強度の低下が急速に進んでしまうといっ
た問題があった。
　また、特許文献１に記載されたコンクリート管の内壁面補修方法は、作業が面倒で手間
がかかるといった問題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、コンクリート製下水管路施設の内壁面の露出を確実に防ぐことにより
下水中に混入された硫化塩から生成される硫化物やその他の腐食物質による内壁面の侵食
を防止して下水管路施設の耐久性の向上が図れるようにしたコンクリート製下水管路施設
の内壁面補修方法を提供することにある。
　本発明の他の目的は、補修作業を容易に行えるようにしたコンクリート製下水管路施設
の内壁面補修方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、内壁面が劣化したコンクリー
ト製下水管路施設の内壁面を補修する方法であって、内壁面の劣化部分を切削除去する工
程と、劣化部分を切削除去した後の内壁面にアンカー挿入孔を設ける工程と、アンカー挿
入孔に繊維アンカーの一部を挿入し接着剤で固定する工程と、アンカー挿入孔に一部を挿
入し固定した繊維アンカーの他部を引き裂いて内壁面に放射状に広げる工程と、繊維アン
カーを広げた内壁面に、繊維アンカーの上から耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層を形成
する工程とを含むことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、内壁面が劣化したコンクリート製下水管路施設の内壁面を補
修する方法であって、内壁面の劣化部分を切削除去する工程と、劣化部分を切削除去した
後の内壁面にアンカー挿入孔を設ける工程と、アンカー挿入孔に繊維アンカーの一部を挿
入し接着剤で固定する工程と、アンカー挿入孔に一部を挿入し固定した繊維アンカーの他
部を引き裂いて内壁面に放射状に広げる工程と、繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維ア
ンカーの上から接着剤を塗布し、この接着剤を介して内壁面にメッシュを貼り付ける工程
と、該メッシュの上に耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層を形成する工程とを含むことを
特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の、前記接着剤及び耐薬品性樹脂は
、エポキシ樹脂であることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の、前記防食被覆層を形成するエポキシ樹脂
にはフィラーとして汚泥焼却灰が混合されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法によれば、内壁面の劣
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化部分を切削除去する工程と、劣化部分を切削除去した後の内壁面にアンカー挿入孔を設
ける工程と、アンカー挿入孔に繊維アンカーの一部を挿入し接着剤で固定する工程と、ア
ンカー挿入孔に一部を挿入し固定した繊維アンカーの他部を引き裂いて内壁面に放射状に
広げる工程と、繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維アンカーの上から耐薬品性樹脂を塗
布して防食被覆層を形成する工程とを含むので、耐薬品性樹脂の塗布により形成された防
食被覆層の固化により、内壁面に放射状に広げられた繊維アンカーの他部が防食被覆層の
アンカーとなり、防食被覆層は放射状の広い面をもって繊維アンカーにより内壁面にしっ
かりと支持されることになり、劣化部分の除去が不完全で内壁面に劣化部分が残っていた
としても、防食被覆層が内壁面から剥落することを確実に防止することができる。
　また、上記の作業は、特許文献１に記載されたコンクリート管の内壁面補修方法に比べ
、作業が容易であり、作業時間の短縮化とコストの低減化を図ることができる。
【００１３】
　請求項２に記載のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法によれば、内壁面の劣
化部分を切削除去する工程と、劣化部分を切削除去した後の内壁面にアンカー挿入孔を設
ける工程と、アンカー挿入孔に繊維アンカーの一部を挿入し接着剤で固定する工程と、ア
ンカー挿入孔に一部を挿入し固定した繊維アンカーの他部を引き裂いて内壁面に放射状に
広げる工程と、繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維アンカーの上から接着剤を塗布し、
この接着剤を介して内壁面にメッシュを貼り付ける工程と、該メッシュの上に耐薬品性樹
脂を塗布して防食被覆層を形成する工程とを含むので、接着剤の塗布により形成された接
着剤層の固化により、内壁面に放射状に広げられた繊維アンカーの他部が接着剤層のアン
カーとなり、接着剤層は放射状の広い面をもって繊維アンカーにより支持され、そして、
前記の接着剤を介して内壁面に貼り付けられたメッシュは、前記の接着剤の塗布により形
成された接着剤層の固化により接着剤層と一体となって固着し、このメッシュの上に耐薬
品性樹脂を塗布して形成された防食被覆層は、メッシュがアンカーとなって接着剤層に一
体となって固着することになるから、防食被覆層は繊維アンカーにより内壁面にしっかり
と支持されることになり、劣化部分の除去が不完全で内壁面に劣化部分が残っていたとし
ても、防食被覆層が内壁面から剥落することを確実に防止することができる。
　また、上記の作業は、特許文献１に記載されたコンクリート管の内壁面補修方法に比べ
、作業が容易であり、作業時間の短縮化とコストの低減化を図ることができる。
【００１４】
　請求項３に記載のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法によれば、請求項１ま
たは２に記載の、前記接着剤及び耐薬品性樹脂は、エポキシ樹脂であるので、接着性に優
れており繊維アンカー、メッシュ、防食被覆層をしっかりと固着することができ、また耐
薬品性に優れておりエポキシ樹脂で形成された防食被覆層により内壁面を下水中に混入さ
れた硫化塩から生成される硫化物やその他の腐食物質による侵食からより確実に防御する
ことができる。
【００１５】
　請求項４に記載のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法によれば、請求項３に
記載の、前記防食被覆層を形成するエポキシ樹脂にはフィラーとして汚泥焼却灰が混合さ
れているので、汚泥焼却灰はその粒子に角があり、結合性に優れ粘性を向上させることか
ら、塗装の際のダレが起き難く、防食被覆層の施工性に優れたものとなる。また、フィラ
ーとして汚泥焼却灰を使用するので、廃棄物の再利用となり省資源に寄与するものとなる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係るコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法を実施する第１例の
工程で、内壁面の劣化部分を切削除去した状態を示す断面図である。
【図２】第１例の工程で、劣化部分を切削除去した内壁面にアンカー挿入孔を設けた工程
を示す断面図である。
【図３】第１例の工程で、アンカー挿入孔に繊維アンカーの一部を挿入し接着剤で固定し
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た工程をす断面図である。
【図４】第１例の工程で、アンカー挿入孔に一部を挿入し固定した繊維アンカーの他部を
引き裂いて内壁面に放射状に広げた工程をす断面図である。
【図５】図４の平面図である。
【図６】第１例の工程で、繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維アンカーの上から耐薬品
性樹脂を塗布して防食被覆層を形成した工程を示す断面図である。
【図７】本発明に係るコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法を実施する第２例の
工程で、繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維アンカーの上から接着剤を塗布し、この接
着剤を介して内壁面にメッシュを貼り付けた工程を示す断面図である。
【図８】第２例の工程で、メッシュの上に耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層を形成した
工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係るコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法を実施するための形
態を、図面を参照して詳細に説明する。
　図１乃至図６は、本発明に係るコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法を実施す
る第１例を示すものであり、図１は本例にて内壁面の劣化部分を切削除去した工程を示す
断面図、図２は劣化部分を切削除去した内壁面にアンカー挿入孔を設けた工程を示す断面
図、図３はアンカー挿入孔に繊維アンカーの一部を挿入し接着剤で固定した工程をす断面
図、図４はアンカー挿入孔に一部を挿入し固定した繊維アンカーの他部を引き裂いて内壁
面に放射状に広げた工程を示す断面図、図５は図４の平面図、図６は繊維アンカーを広げ
た内壁面に、繊維アンカーの上から耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層を形成した工程を
示す断面図である。
【００１８】
　本例のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法は、先ず、人孔や埋設管等の下水
管路施設１の内壁面２における劣化部分３を切削切除し、未劣化の面２ａを現出させ、同
時に内壁面２の付着物などを除去する（図１）。
　そして、必要に応じて、内壁面２における劣化部分３を切削切除した部分に、モルタル
（図示せず）を詰め、内壁面２を平滑にする。
【００１９】
　次ぎに、劣化部分３を切削除去した内壁面２に所定の間隔でアンカー挿入孔４を設ける
。このアンカー挿入孔４は、内壁面２における劣化部分３を切削除去した部分だけではな
く、下水中に混入された硫化塩から生成される硫化物やその他の腐食物質の影響を受ける
おそれのある面全域に設ける（図２）。
【００２０】
　次ぎに、内壁面２に設けたアンカー挿入孔４に繊維アンカー５の一部５ａを挿入し接着
剤６で固定する（図３）。繊維アンカー５は前記アンカー挿入孔４に挿入可能な太さであ
り、且つ縦方向に細かく引き裂き可能な構造となっている。繊維アンカー５として、複数
の糸状繊維物が束ねられて構成されたものであってもよい。また、繊維アンカー５の繊維
の種類にあっては、炭素繊維、ガラス繊維、ポリアミド繊維など、引っ張り強度、曲げ強
度が高い繊維が使用される。
　アンカー挿入孔４に繊維アンカー５を固定する接着剤６としては特に限定されないが、
本例ではエポキシ樹脂が使用される。
【００２１】
　次ぎに、前記のようにしてアンカー挿入孔４にその一部５ａを挿入して固定した繊維ア
ンカー５の他部５ｂを引き裂き、繊維アンカー５の他部５ｂを内壁面５に放射状に均一に
広げる（図４、図５）。
【００２２】
　次ぎに、繊維アンカー４を広げた内壁面２に、繊維アンカー４の上から耐薬品性樹脂を
塗布して防食被覆層７を形成する（図６）。防食被覆層７を形成する耐薬品性樹脂として
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、本例ではエポキシ樹脂を使用しており、エポキシ樹脂に混合するフィラーとして汚泥焼
却灰を使用している。エポキシ樹脂に混合する汚泥焼却灰の割合は、汚泥焼却灰を３０～
４０重量部の割合で混合している。
　このようにして、第１例のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法の実施の工程
が完了する。
【００２３】
　上記した第１例のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法によれば、内壁面２の
劣化部分３を切削除去し、劣化部分３を切削除去した後の内壁面２にアンカー挿入孔４を
設け、アンカー挿入孔４に繊維アンカー５の一部５ａを挿入し接着剤６で固定し、アンカ
ー挿入孔４にその一部５ａを挿入して固定した繊維アンカー５の他部５ｂを引き裂き、引
き裂いた繊維アンカー５の他部５ｂを内壁面２に放射状に広げ、繊維アンカー５の他部５
ｂを広げた内壁面２に、繊維アンカー５の上から耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層７を
形成するので、耐薬品性樹脂の塗布により形成された防食被覆層７の固化により、内壁面
２に放射状に広げられた繊維アンカー５の他部５ｂが防食被覆層７のアンカーとなり、防
食被覆層７は放射状の広い面をもって繊維アンカー５により内壁面２にしっかりと支持さ
れることになり、劣化部分３の除去が不完全で内壁面に劣化部分が残っていたとしても、
防食被覆層７が内壁面２から剥落することを確実に防止することができる。
【００２４】
　また、本例では、接着剤６及び防食被覆層７を形成する耐薬品性樹脂は、エポキシ樹脂
であるので接着性に優れており、繊維アンカー５を内壁面２に設けたアンカー挿入孔４に
接着し固定することができ、内壁面２と繊維アンカー５と防食被覆層７をしっかりと固着
することができ、またエポキシ樹脂は耐薬品性に優れており、エポキシ樹脂で形成された
防食被覆層７により内壁面２を下水中に混入された硫化塩から生成される硫化物やその他
の腐食物質による侵食からより確実に防御できる。
【００２５】
　また、本例では、防食被覆層７を形成するエポキシ樹脂にはフィラーとして汚泥焼却灰
が混合されているので、汚泥焼却灰はその粒子に角があり、結合性に優れ粘性を向上させ
ることから、塗装の際のダレが起き難く、防食被覆層の施工性に優れたものとなる。また
、フィラーとして汚泥焼却灰を使用するので、廃棄物の再利用となり省資源に寄与するも
のとなる。
【００２６】
　図７、図８は、本発明に係るコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法を実施する
第２例を示すものであり、図７は本例にて繊維アンカーを広げた内壁面に、繊維アンカー
の上から接着剤を塗布し、この接着剤を介して内壁面にメッシュを貼り付けた工程を示す
断面図、図８はメッシュの上に耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層を形成した工程を示す
断面図である。
【００２７】
　本例のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法は、先ず、人孔や埋設管等の下水
管路施設１の内壁面２における劣化部分３を切削切除し、未劣化の面２ａを現出させ、同
時に内壁面２の付着物などを除去し、次ぎに、劣化部分３を切削除去した内壁面２に所定
の間隔でアンカー挿入孔４を設け、次ぎに、内壁面２に設けたアンカー挿入孔４に繊維ア
ンカー５の一部５ａを挿入し接着剤６で固定し、次ぎに、アンカー挿入孔４に一部５ａを
挿入し固定した繊維アンカー５の他部５ｂを引き裂き、引き裂いた繊維アンカー５の他部
５ｂを内壁面２に放射状に均一に広げる。
　ここまでの工程は、前記した第１例と同様なので、第１例の説明及び第１例で示した図
１乃至図５を援用し、本例での説明を省略する。
　本例にあっては、アンカー挿入孔４に一部５ａを挿入して固定した繊維アンカー５の他
部５ｂを引き裂き、引き裂いた繊維アンカー５の他部５ｂを内壁面２に放射状に均一に広
げる際に、予め内壁面５に接着剤を塗布しておくとよい。このようにすると、放射状に均
一に広げた繊維アンカー５を、広げた状態で内壁面２に保持し易い。この接着剤にあって
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も特に限定されないが、エポキシ樹脂を使用することが好ましい。
【００２８】
　本例では、次ぎに、繊維アンカー５を広げた内壁面２に、繊維アンカー５の上から接着
剤８を塗布する。そして、この接着剤８を介して内壁面２にメッシュ９を貼り付ける（図
７）。本例では、メッシュ９として繊維シートが使用されている。繊維シートの繊維の種
類にあっては、炭素繊維、ガラス繊維、ポリアミド繊維などが使用される。また、接着剤
８としては特に限定されないが、本例ではエポキシ樹脂が使用される。
【００２９】
　次ぎに、メッシュ９の上に耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層７を形成する（図８）。
防食被覆層７を形成する耐薬品性樹脂として、本例では、第１例と同様に、エポキシ樹脂
を使用しており、エポキシ樹脂に混合するフィラーとして汚泥焼却灰を使用している。エ
ポキシ樹脂に混合する汚泥焼却灰の割合は、汚泥焼却灰を３０～４０重量部の割合で混合
している。
　このようにして、第２例のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法の実施の工程
が完了する。
【００３０】
　上記した第２例のコンクリート製下水管路施設の内壁面補修方法によれば、内壁面２の
劣化部分３を切削除去し、劣化部分３を切削除去した後の内壁面２にアンカー挿入孔４を
設け、アンカー挿入孔４に繊維アンカー５の一部５ａを挿入し接着剤６で固定し、アンカ
ー挿入孔４に一部５ａを挿入し固定した繊維アンカー５の他部５ｂを引き裂き、引き裂い
た繊維アンカー５の他部５ｂを内壁面２に放射状に広げ、繊維アンカー５を広げた内壁面
２に、繊維アンカー５の上から接着剤８を塗布するので、接着剤８の塗布により形成され
た接着剤層８ａの固化により、内壁面２に放射状に広げられた繊維アンカー５の他部５ｂ
が接着剤層８ａのアンカーとなり、接着剤層８ａは放射状の広い面をもって繊維アンカー
５により支持される。
【００３１】
　そして、この接着剤８を介して内壁面２にメッシュ９を貼り付けることにより、接着剤
８を介して内壁面２に貼り付けられたメッシュ９は、前記の接着剤８の塗布により形成さ
れた接着剤層８ａの固化により接着剤層８ａと一体となって固着する。
【００３２】
　そして、該メッシュ９の上に耐薬品性樹脂を塗布して防食被覆層７を形成するので、メ
ッシュ９の上に耐薬品性樹脂を塗布して形成された防食被覆層７は、メッシュ９がアンカ
ーとなって接着剤層８ａに一体となって固着することになるから、防食被覆層７は繊維ア
ンカー５により内壁面２にしっかりと支持されることになり、内壁面２における劣化部分
３の除去が不完全で、内壁面２に劣化部分３が残っていたとしても、防食被覆層７が内壁
面２から剥落することが防止される。
【００３３】
　また、本例では、前記接着剤６，８及び防食被覆層７を形成する耐薬品性樹脂は、エポ
キシ樹脂であるので、接着性に優れており繊維アンカー５、メッシュ９、防食被覆層７を
しっかりと固着することができ、また耐薬品性に優れておりエポキシ樹脂で形成された防
食被覆層７により内壁面２を下水中に混入された硫化塩から生成される硫化物やその他の
腐食物質による侵食からより確実に防御できる。
【００３４】
　また、本例では、第１例と同様に、防食被覆層７を形成するエポキシ樹脂にはフィラー
として汚泥焼却灰が混合されているので、汚泥焼却灰はその粒子に角があり、結合性に優
れ粘性を向上させることから、塗装の際のダレが起き難く、防食被覆層の施工性に優れた
ものとなる。また、フィラーとして汚泥焼却灰を使用するので、廃棄物の再利用となり省
資源に寄与するものとなる。
【符号の説明】
【００３５】
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　１　下水管路施設
　２　内壁面
　２ａ　未劣化の面
　３　劣化部分
　４　アンカー挿入孔
　５　繊維アンカー
　５ａ　繊維アンカーの一部
　５ｂ　繊維アンカーの他部
　６　接着剤
　７　防食被覆層
　８　接着剤
　８ａ　接着剤層
　９　メッシュ
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【図３】

【図４】
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