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論文１１

水理模型実験による空中超音波センサを用いた粗度係数の推定
Estimation of Manning’s coefficient using hydraulic experiment and aerial
ultrasonic sensor
〇渡邊 真人 *，長岡 誠也 **，岡島 賢治 **，石黒 覚 **，伊藤 良栄 **，渡部健 ***
WATANABE Masato, NAGAOKA Seiya, OKAJIMA Kenji, ISHIGURO Satoru
ITO Ryoei and WATANABE Ken
め，中央の区間 8m

はじめに

1

コンクリート水路の通水性能を評価する

を測定区間とした．

際，マニングの粗度係数がよく用いられる．

水深計測は非接触型

効率的な保全管理を行うため，コンクリート

のレーザー式変位計

水路の粗度係数を簡易に測定する手法が必要

IL-600(KEYENCE
図-2-水路断面図

である．中矢ら(2008)は摩耗による水路表面

製)を用い，100 個の

の凹凸から算術平均粗さを求め，算術平均粗

水面変動値を平均したものを水深とした．流

さと粗度係数との関係式を提案している．ま

量計測は電磁流量計 AXF150(横河電機(株)

た，長岡ら(2015)は安価で簡便な測定方法と

製)により行った．フルード数が通常の農業

して空中超音波を利用し，空中超音波の最大

用水路の範囲内である 0.4 から 0.7 程度にな

振れ幅から算術平均粗さを求める式を提案し

るように実験を行った．各流量でエネルギー

ている．本研究では，粗さの異なるコンクリ

勾配𝐼𝑒 を(1)式から求め，マニングの平均流速

ートパネルを設置した実験水路を用いて水理

公式(2)から粗度係数𝑛を求めた．

模型実験を行い，空中超音波の最大振れ幅か
𝐼𝑒 =

ら粗度係数を推定することを目的とした．
水理模型実験概要
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本研究において設計・製作した実験水路の

𝑣
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ここで 𝑣̅ :平均流速(ms-1)，𝑣1 , 𝑣2 :流速(ms-1)，

概要図を図-1，図-2 に示す．

ℎ1 ,ℎ2 :水深(m)，𝐿:測定区間長(m)，R :径深(m)，
𝑔:重力加速度(ms-2)である．
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コンクリートパネル
コンクリートパネルは遅延剤を用いて表面

図-1 水路側面図

に凹凸を設けた．滑面パネル，粗面 1 パネ
ル，粗面 2 パネルの 3 種類のコンクリート

図-1 より，実験水路は延長 14m の水平勾

パネルを用いた．粗面 1 パネル（算術平均

配水路であり，コンクリートパネルを設置，

粗さ 0.51）はセメントペースト，細骨材が

取替え可能の構造となっている．給水部の乱

洗い出された状態のパネル，粗面 2 パネル

れと下流の堰上げ背水の影響を小さくするた
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（算術平均粗さ 1.32）は摩耗の進行により

上であった．算術平均粗さの標準偏差を見る

粗骨材が剥離した状態のパネルを想定した．

と，粗面 1，粗面 2 パネルの標準偏差が滑面

図-2 に示すコンクリート水路の内法の寸法

パネルの標準偏差よりも 25 倍以上大きかっ

は，400(H)mm，490(W)mm となるよう製

た．洗い出し処理により人工的に作成した粗

作した．これは，想定される実験パターンの

面であるので，粗面 1，粗面 2 パネルでは同

うち最も水深が高くなる 60l/s，フルード数

じ種類のパネルでも粗さが異なっていること

0.2 の条件で水があふれない寸法である．算

がわかった．そのため，最大振れ幅の標準偏

術平均粗さの測定はレーザー式変位計

差が大きくなった可能性が考えられた．

CD33(OPTEX-FA 製)により，1 枚につき 6

粗度係数と空中超音波による平均最大振れ

か所の算術平均粗さを測定し，平均をそのパ

幅の関係(図-3)から(3)式を得た．
𝑦 = −5.96 × 10−6 𝑥 + 0.0222

ネルの代表値とした．
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(3)

ここで，𝑦:推定粗度係数(m1/3s-1)，𝑥：平均最

空中超音波測定
空中超音波センサは LV -EZ1（Maxbotic

大振れ幅(mV)とした．
決定係数が 0.93 と高く,平均最大振れ幅を

製）を用いた．1.0m の距離から水理模型実
験で用いた 3 種類のコンクリートパネルの

用いて粗度係数を直接的に精度よく推定でき

底板各 14 枚に，空中超音波を発射し，その

ることがわかった．
粗度係数(m(-1/3)s)

反射波の最大振れ幅を測定した．1 つのパネ
ルにつき，測定した 20 個の最大振れ幅の平
均をそのパネルの最大振れ幅とした．ここ
で，平均最大振れ幅は各 14 枚の底板コンク
リートパネルの最大振れ幅の平均である．
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結果と考察
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図-3 粗度係数と平均最大振れ幅の関係

測定による平均最大振れ幅，レーザー式変位
計による算術平均粗さを表-1 に示す．
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表-1 粗さについての実験結果
粗度係数(m(-1/3)s)
標準偏差
平均最大振れ幅(mV)
標準偏差
算術平均粗さ(mm)
標準偏差

0.025

まとめ
空中超音波の最大振れ幅を用いたコンクリ

粗面1
粗面2
滑面
0.00108
0.0148
0.162
0.000556 0.000173 0.000148
1849
1385.9
931.6
22.82
231.6
183.4
0.037
0.51
1.32
0.0047
0.12
0.24

ート水路の粗度係数推定式について検討した
結果以下の結論を得た．


使用した実験水路は供用直後から通水性
能が不健全な水路までを再現できた．



コンクリート水路の設計標準値は 0.012

空中超音波センサの平均最大振れ幅を用
いて粗度係数を精度よく推定できた．

から 0.016 とされている．表-1 の粗度係数
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準偏差が平均値の 1%程度であるのに対し，

長岡ら(2015)：空中超音波によるコンクリート表面粗さ測

粗面 1，粗面 2 パネルでは平均値の 15%以
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論文１２
空中超音波法による供用中の農業用水路の粗度係数計測の実用化に向けて
Toward the practical application of roughness coefficient measurement of agricultural channels
under operation by aerial ultrasonic method
○岡島

賢治*，渡邊

真人**，長岡

誠也*，伊藤

良栄*，渡部

健***

Kenji Okajima⃰，Masato Watanabe**，Seiya Nagaoka*，Ryouei Ito*，Ken Watanabe***
１．はじめに
コンクリート農業用水路の通水性を評価する指標として一般に粗度係数が用いられているが，竹
村ら(2011)は現場水路での粗度係数計測の困難性を指摘している．その困難性を解決するため，現
場水路の粗度係数を簡易に測定する手法が求められる．我々は，空中超音波法の反射波の最大振れ
幅からコンクリート面の粗度係数を求める推定法を開発した．しかし，潤辺毎に粗さが異なる供用
中の水路，特に堆砂のある水路底面への空中超音波法の適用が検討されていない．本研究では，空
中超音波法による農業用水路の粗度係数計測の実用化に向けて，空中超音波法で求めた合成粗度係
数の予測値が潤辺で粗さの異なる模型水路実験での粗度係数の実測値を予測できるかの検証と，堆
砂した水路底面での空中超音波法の粗度係数の計測条件を明らかにすることを目的とした．
２．空中超音波法による粗度係数計測法
空中超音波の反射波の最大振れ幅と粗度係数の関係から推定式を作成する実験を行った．ま
ず，3 種類の粗さの発泡スチロールパネルと滑面パネルを使用した模型水路実験により粗度係数
計測を行った．次に，各パネルの空中超音波の最大振れ幅を測定した．超音波センサは LVMaxsonar-EZ1（Maxbotic 製）を使用した．パネルに 1m の高さから空中超音波を照射し，1 つ
のパネルにつき 20 個の最大振れ幅の平均をそのパネルの測定値とした．得られた粗度係数と最大
振れ幅の関係から粗度係数推定式を作成した．
𝑦 = −8.85 × 10−6 𝑥 + 0.0239

側面パネル

1

𝑦:推定粗度係数(𝑚−3 ∙ 𝑠)
𝑥:空中超音波の最大振れ幅(mV)
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450

３．合成粗度係数の予測値の検証
３．１粗さの異なるパネルを用いた粗度係数実測

底面パネル

供用中の水路の状態をモデル化するために，実
験水路に側面と底面で粗さの異なるコンクリート
パネルを設置して模型水路実験を行い，粗度係数
を実測した．水路部は総延長 14m の水平勾配水

500

Fig.1 実験水路横断面図

路で，上流と下流の流れのみだれの影響を小さくするため，中央の区間 8m を測定区間とした．
Fig.1 は水路の断面図で，側面に滑面パネル，底面に粗面パネルを設置した．粗面パネルは，遅延
剤を用いた洗い出し処理によって表面に凹凸を設けた．模型水路実験により平均流速𝑣(𝑚/𝑠)，径
深𝑅(𝑚)，エネルギー勾配𝐼𝑒 を求め，マニングの公式から粗度係数の実測値𝑛を求めた．
* : 三重大学， Mie University **: 若鈴コンサルタンツ株式会社，Wakasuzu Consultants Co.,Ltd.
ンクリート工業株式会社，Maruei Concrete Industry Co.,Ltd
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*** : 丸栄コ

キーワード:空中超音波，粗度係数，水路底面

３．２粗度係数の実測値と予測値の比較

Table.1 粗度係数の比較

滑面パネルと粗面パネルにそれぞれ空中超音
波を発射し，得られた最大振れ幅を粗度係数推
定式に反映させたところ，粗度係数は滑面で

模型水路実験による実測値𝑛

0.0146

空中超音波法による予測値𝑛𝑖

0.0153

0.0108，粗面で 0.0173 となった．潤辺毎で粗さ
の異なる水路の粗度係数には，合成粗度係数𝑛𝑖 の
式を用いて水路全体の粗度係数を計算できる．
2

1.5
1.5 3
ℎ ∙ 𝑛1.5
𝑠 + 𝐵 ∙ 𝑛𝑟 + ℎ ∙ 𝑛𝑠
𝑛𝑖 = (
)
𝐵 + 2ℎ

ここで𝐵：水路幅(𝑚)，ℎ：平均水深(𝑚)，
1

𝑛𝑟 , 𝑛𝑠：粗面，滑面パネルの粗度係数：(𝑚−3 ∙ 𝑠)であ
る．これに滑面，粗面の空中超音波法による予測
値を代入し，粗度係数の予測値𝑛𝑖 を得た．
模型水路実験で求めた粗度係数の実測値𝑛と，
予測値𝑛𝑖 を比較した結果を Table.1 に示す．

Fig.2 模擬水路底面超音波実験装置概要図

４．堆砂した水路底面における計測条件
堆砂した水路底面において水深が空中超音波に
与える影響を把握するための実験を行った．Fig.2
に実験装置の概要図を示す．3 種類の河床材料を
用いて，堆砂した水路底面を模擬した測定面を作
成した．河床材料の平均粒径は，砂利大で
16.08mm，砂利中で 9.42mm，砂利小は 7.02mm
であった．単一の河床材料で約 3cm の層を形成
し，水の追加と最大振れ幅の測定を繰り返した．
水面が測定面より上に到達した時点で測定を終了
した． 結果を Fig.3 に示す．粒径ごとに測定面
からの距離でどのように最大振れ幅が変化するか

Fig.3 水位上昇と最大振れ幅の関係

見るため，水位 0mm（Fig.3 中左側）から実験を開始した．どの粒径においても水位上昇開始後し
ばらくは，水が無いときの最大振れ幅と比べて最大振れ幅に変化はないが，水位の増加に伴って最
大振れ幅の増加がみられた．傾向としては，測定面からおよそ平均粒径の位置に水位が到達した付
近から，水面への超音波の反射によって最大振れ幅の上昇がみられた．よって，堆砂した水路底面
の粗さを計測するためには，測定面から平均粒径以下の水位とする必要がある．
５．まとめ
模型水路実験と空中超音波実験から以下の内容が得られた．


空中超音波法で求めた合成粗度係数の予測値𝑛𝑖 は，潤辺ごとに粗さの異なる模型実験水路の粗
度係数の実測値を比較的よく再現できた．



堆砂した水路底面においては河床材料の平均粒径以下まで水位を下げることで，不陸のない堆
砂した水路底面の粗度係数について空中超音波法の利用が可能である．
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空中超音波粗度係数計測機

取扱説明書

新技術研究開発組合
丸栄コンクリート株式会社
（株）クロスアビリティ

46

１．はじめに
１．１ 製品の適用範囲
本取扱説明書に記載された機器をご使用いただく場合には，万一機器に故障・不具合な
どが発生した場合でも重大な事故に至らない用途であることをご使用の条件とします．
また，本取扱説明書に記載のない条件や環境でのご使用はご遠慮ください．
１．２ 使用条件，環境条件
１．２－１ 計測時の環境条件
・計測時の気温は，22℃以下での計測を推奨します．
※22℃を超える場合は専用エクセルファイルで補正できます．
・計測時の風速は 6m/s 以下での計測を推奨します．
１．２－２ 計測対象面の条件
・計測対象面は，50cm×50cm 以上の平らなコンクリート水路壁とします．
※計測領域は中央の直径 30cm の領域となります．
・計測対象面の状態は，砥石やデッキブラシ，ワイヤーブラシによりコンクリート水路壁
表面の苔等の付着物を確実に取り除いた状態とします．
※ただし，水洗後の湿潤状態でも計測可能です．
１．２－３ 計測機器の設置条件
・計測距離は計測面から 1.00±0.01m となるよう空中超音波センサを設置してください．
・計測面と超音波センサは垂直（±3 度）となるように空中超音波センサを設置してくだ
さい．
※これらの条件は，レーザーポインタを指定の印に照射することで確保できます．
１．３ 留意事項・禁止事項
・空中超音波粗度係数計測機で水路壁面を計測した値は，あくまで水路壁面の粗度係数
であり，水路全体の粗度係数ではないことに留意してください．
・禁止事項については，「使用上のご注意」を参照してください．
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１．４ 付属品・予備品
１．４－１ 付属品
① 一脚
② 付属アクリル板（形式指定による）
③ 1m 鋼尺
１．４－２ 予備品
① 温度・湿度・大気圧計（たとえば，T&D おんどとり TR-73U）
※ 予備品は 22℃以上での計測における補正に使用します．
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２．使用上のご注意
① 計測機は防水仕様ではありません．
濡らさないようにお気を付けください．

② 超音波センサ部は精密機械となっています．
水やホコリの付着がないようお気を付けください．
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３．計測機の概要
空中超音波粗度係数計測機は，平らなコンクリート面に空中超音波を照射しその反射波
を受信することで，反射波の出力電圧の強度からコンクリート面の粗度係数を計算し，画
面に表示する計測機です．

空中超音波粗度係数
計測機
コンクリート面

図 3.1 計測イメージ
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４．各部の名称と働き
４．１ 空中超音波計測機
① 電源ボタン
電源の ON と OFF の際に使います．
電源を ON にすると「通常」ディスプ
レイ表示となります．
② 保存ボタン
計測開始時に使います．
計測終了後，
「計測終了」ディスプレイ
を「通常」ディスプレイに戻すときに
も使います．
③ ディスプレイ
計測値・計測結果が表示されます．
④ GPS センサー
GPS 情報受信と時刻情報を取得します．
図 4.1 空中超音波粗度係数計測機

⑤ SD カード差込口
押し込むことで SD カードを差し込めま
す．SD カードを取り出す際はもう一度
押し込むことで取り出せます．
⑥ 空中超音波センサー
ホーン内部に空中超音波センサーが設
置されています．ここからコンクリート
面に超音波を照射します．
⑦ レーザーポインタ
センサーと計測面との距離を 1m かつ，

図 4.2 空中超音波粗度係数計測機側面

垂直に設置するために使用します．
⑧ レーザーポインタ電源
レーザーポインタの電源スイッチです．
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４．２ ディスプレイ表示
ディスプレイ表示は，電源を入れたとき
に表示される「通常」ディスプレイと計測
後に表示される「計測終了」ディスプレイ
の 2 種類あります．
４．２－１ 「通常」ディスプレイ
「通常」ディスプレイの表示は以下のよ
うになります．
( i ) 時刻
( ii ) GPS 受信状態
GPS 衛星を受信していない場合は「×」
が表示されます．
( iii ) 電池残量
電池残量は黒色で表示されます．
図 4.3 「通常」ディスプレイ

( iv ) 反射波の最大振れ幅（mV）
( v ) 反射波の到達時間（μ秒）

４．２－１ 「計測終了」ディスプレイ
「計測終了」ディスプレイの表示は以下
のようになります．
( vi ) 保存 No.
( vii ) 計測回数
計測値は 20 回の計測値の平均値が表
示されます．
( viii ) マニングの粗度係数
( ix ) 反射波の最大振れ幅（mV）
図 4.4 「計測終了」ディスプレイ
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４．３ 準備する品・予備品
４．３－１ 準備する品
付属品は，空中超音波粗度係数計測機を
用いてコンクリート面の粗度係数を計測す
る際に必ず必要なものとなります．
①

一脚（付属品）
空中超音波粗度係数計測機を取付け，固
定します．市販の一脚を利用できます．

②

付属アクリル板（付属品）
計測するコンクリート面で計測する位
置の目印として使います．

③ 1m 鋼尺（付属品）

穴

計測するコンクリート面からの計測距
離の目安に用います．市販の直尺を利

内円

用できます．
④

マーカー用ペン または チョーク
図 4.2 付属アクリル板

コンクリート面にレーザーポインタの
光を当てる目印を付けるために用いま
す．1 計測ポイントで 5 か所の計測を行
いますので 5 色あると便利です．
⑤

デッキブラシまたは高圧洗浄機
計測面の準備に使用します．

⑥

電池
単 3 電池

×

４本

※注意
電池は，予備も用意しておくようにして
ください．
⑦

風速計
計測時の風速が 6m/s 以下であることを
確認するために使用します．
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４．３－２ 予備品
予備品は，推奨される環境条件以外で計
測する際の補正に使用します．
①

温度・湿度・大気圧計
温度と湿度と大気圧を同時に計測でき
るセンサー．たとえば T&D おんどと
り TR-73U など．
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５．粗度係数計測方法
５．１ 計測ポイントの設定
水路のコンクリート面の平均的な粗度係
数を求めたい場合は，水路機能診断調査の
現地調査（近接目視と計測）において，リ
バウンドハンマーを使用するための定点で
定量計測する計測点を併用します．
平均的な粗度係数は，水路が一様な摩耗
状態とみなせる計測ポイントでの計測値の
平均値を使用してください．
リバウンドハンマーによる計測点がない
場合は，水路が一様な摩耗状態とみなせる
区間で，およそ 50m おきの左右岸 1 か所ず
つの位置を計測ポイントに設定してくださ
い．
図 5.1 計測ポイントの設定例
※注意
・計測ポイントは，高圧洗浄またはブラシ
等でコンクリート表面の付着物を除去した
状態としてください．
ただし，計測時に表面が濡れていても計
測可能です．
・計測ポイントに水路底面を設定すること
もできますが，計測面に水たまりがあると
計測できませんので注意してください

55

５．２ 計測ポイントの計測面準備
計測ポイントは水路側壁に付着している
コケなどを除去してください．
計測ポイントにおける計測面の仕上げは，
計測する場所及び周辺（φ800mm 程度）を，
リバウンドハンマーによる圧縮強度試験と
同様に，デッキブラシ，ワイヤーブラシに
より表面の苔等の付着物を確実に取り除い
図 5.2 計測面の洗浄領域

た状態としてください．
但し，デッキブラシやワイヤーブラシ等
で取り除くことが出来ない場合は，高圧水
洗浄（5.0～15MPa）を使用します．
※「簡易な水路補修の手引き」平成 22 年
11 月

全国水土里ネット引用

図 5.3 計測面の洗浄領域
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５．３ 計測ポイントでの計測位置の設定
各計測ポイントでは，少しずつ位置をず
らした最低 5 か所の計測位置を設定し，そ
の平均値を計測ポイントの粗度係数としま
す．
リバウンドハンマー計測点を利用する場
合は 25 か所の打点のうち，中央，左右上下
の境界中央の 5 点を中心とした位置（図 5.2）
を，空中超音波による粗度係数の計測位置
とします．
※注意
５．４節の③～⑤の操作で，1 か所の計測
位置の計測となります．
図 5.4 リバウンドハンマー計測点を利
用した計測位置の設定
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５．４ 空中超音波粗度係数計測機の設置
① 電源ボタンを 2 秒ほど押し，電源 ON
にします．
② GPS を障害するもの（建物など）が少
ない場所で受信されるのを待ちます．

図 5.5 電源の ON
③

中心合わせ

付属のアクリル板（図 5.6）の中心が計測
位置となるように押さえつけ，穴からマー

穴

カーでコンクリート面に印を 4 つ付けます．
内円

図 5.6 付属アクリル板

次に，アクリル板の内円に計測機器のレ
ーザーポインタが照射されるように計測機
器を近づけて一脚の高さを調整します（図
5.7）．

図 5.7 中心合わせ
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④

計測機の設置
水路底に水路に直交するように 1m 鋼尺

をおき，鋼尺を目安に 1m 離れた位置に一
脚を設置します（図 5.8）．

図 5.8 計測機の設置

3cm

一脚の高さを変えずに，レーザーポイン
タの 4 つの光が「中心合わせ」で付けた 4

1.00m

つのマーカーの印に重なるように計測機を
調整する（図 5.9）．
レーザーポインタの 4 つの光がマーカー

中心合わせでつけたマーカーの印
照射点を重ねる

の印と重なることで，1m の計測距離とコン
クリート面から垂直な計測条件を確保しま

図 5.9 レーザーポインタとマーカーの

す．計測期間中できる限りすべての点が重

印合わせ

なるように保持してください．
※注意
レーザーポインタの 4 つの光とマーカー
印は，できるだけ正確に重なることが望ま
しいですが，計測期間中 3cm 程度のずれま
でであれば比較的精度の良い計測結果が得
られます．
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⑤

粗度係数計測機による計測
計測機が設置できたら「保存ボタン」を

2 秒ほど長押し，計測をスタートさせます．
右上に表示されるカウンターが 20 にな
るまでレーザーポインタの 4 つの光とマー
カーの印が重なるように保持してください．
計測はおよそ 20 秒で終了します．
計測が終了したら，再度「保存ボタン」
を 2 秒ほど長押し，
「通常」ディスプレイに
戻します．

図 5.10 計測の開始と終了時に押す保
存ボタン

⑥

計測位置をずらした計測
５．２で設定した計測位置で，③～⑤の

操作を繰り返します．
※注意
マーカーは同色を使用するとレーザーポ
インタの照準の際に混同することがありま
す．
番号を振るか，色を変えながらマーカーの
印を混同しないよう注意してください．
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６．データの補正
６．１ 概要
気温が 22 度を超える条件下での計測では，計測結果を温度補正する必要がある．計測時
の気温が 22 度を超える場合は，気温，湿度，大気圧をおんどとりで記録するか，野帳に記
録してください．
温度補正は，音波の空気吸収減衰による補正を行います。
空気吸収減衰は ISO9613-1 により規格化されています．超音波の音圧は式(1)より距離に
対して指数関数に減衰します．減衰は減衰係数 m (1/m)で決定されます．なお，減衰係数 m
は式(2)，(3)に示すよう，3 つの減衰係数の和となっています．回転緩和減衰係数と振動緩
和減衰係数は“温度，湿度，大気圧”および周波数の関数です．
(1)
ここで， ：補正値(mV)， ：実測値(mV)，m：減衰係数(1/m)，s：伝播距離(m)
(2)

α
(3)
ここで，α：減衰係数(dB/m)，

：古典減衰係数(dB/m) ，

：振動緩和減衰係数(dB/m)
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：回転緩和減衰係(dB/m)，

６．１ 補正方法
①S-D カードをパソコンに挿し，補正したいフォルダ内の CSV ファイルを開きます。
②「補正.xlsm」ファイルを開きます。
※

補正.xlsm ファイルは，VBA を使用します。マクロを有効にしてください。

③「補正.xlsm」ファイルの「S-D カード」タブを押して，S-D カードのワークシートを開
きます。S-D カードのワークシートに，S-D カードの補正したいフォルダに記録されて
いる CSV ファイル中のデータを貼り付けます。

④「補正.xlsm」ファイルの「おんどとり」タブを押して，おんどとりのデータを貼り付け
るか，野帳に記録した温度，湿度，大気圧のデータを黄色の箇所に記入します。
※

おんどとりデータを貼り付けた場合も，1 行目の温度，湿度，大気圧データで補正しま
すので，代表的な温度，湿度，大気圧データを 1 行目に貼り付けてください。

⑤「補正.xlsm」ファイルの「おんどとり」のワークシート 2 行目にある［ボタン１］を押
してください。
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ボタン

ここの 3 つの値で補正します。

⑥「補正.xlsm」ファイルの「補正値」タブを押すと，補正値が出力されています。
※

続けて補正作業をする場合は，補正値を別のエクセルファイルにコピーして、数値を
クリアしてください。

補正値
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７．仕様
①

精度
±1.1％（滑面）
±16.0％（粗面

算術平均粗さ 0.5mm）

※注意
計測結果にばらつきが生じる場合は，5 回以上の計測を行い，最大値および最小値を
除いた 3 回の平均値を使用することを推奨します．
②

風速範囲
平均風速 0～6（m/s）
※注意
平均風速 6m/s 以上での計測は計測結果が小さくなる誤差が発生する可能性があるの
でお控えください．

③

温度，湿度
最適条件 20℃，50%
※注意
高温高湿の状況下では粗度係数が大きくなる誤差が発生する可能性があります．

④

計測距離範囲
1.00m±0.01m
※注意
±0.05m の場合でも，計測結果は±10%の誤差で収まります．

⑤

計測領域
1m の計測距離で，空中超音波センサーとコンクリート面の直交点を中心に，直径約
300mm の領域
※注意
計測領域に付着物やジャンカ（豆板）などがあると計測値に影響を与えます．

⑥

計測角度
空中超音波発生方向とコンクリート面が垂直から 3°以内
※注意
計測面との角度が大きくなると粗度係数が小さくなる誤差が発生する可能性があり
ます．
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