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要旨：接着系あと施工アンカーの耐久性の評価方法については，ETAG1),2)や ACI3)といった欧米の基準では基

準化されているものの，試験方法や試験結果の詳細が公開されていないのが現状である。本稿では，耐久性

の評価の項目のひとつとして，耐疲労性について繰返し載荷試験を行い，繰返し載荷時の機械変位の変化お

よび繰返し載荷後の最大荷重，破壊形態の変化を確認した。その結果，一部の試験条件，材料では繰返し載

荷試験中のアンカー筋の抜出しや，繰返し載荷前後で最大荷重の低下や，破壊形態が変化する材料がみられ

た。また，充填剤ごとに差異はあるが，載荷振幅は載荷回数の対数近似と相関が良いことが分かった。 
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1. はじめに 

接着系あと施工アンカーは，長期間にわたってコンク

リート中に埋設されるものが多いことから，その性能の

評価が重要である。あと施工アンカーの性能のうち，耐

久性の評価方法については，ETAG1),2)や ACI3)といった欧

米の基準では基準化されているものの，試験方法や試験

結果の詳細が公開されていないのが現状である。日本に

おいても，あと施工アンカー工法の設計・施工指針(案)4)

各種合成構造設計指針・同解説 5）に，その試験方法が明

確にされていないのが現状である。 

鉄道構造物においては，列車荷重を直接受けない部材

の中にも線路に近接した電柱基礎部のアンカーや線路諸

標の取付けアンカー等は列車走行時の風圧による繰返し

の影響を受けるので十分な耐疲労性が必要である。本稿

では，耐久性の評価の項目のひとつとして，耐疲労性に

着目して繰返し載荷試験を行い，材料，充填方法，載荷

回数，載荷振幅等をパラメーターに検討を行ったので，

以下にその概要を記述する。 
 

2. 試験概要 

2.1 試験フロー 

疲労載荷試験を行うにあたっては，初めに静的載荷試

験（以下，基準試験という）を行い最大荷重から基準荷

重 Prk を設定するとともに，最大荷重，最大荷重時抜出

し量，破壊形態を記録した。 

次に基準荷重 Prk をもとに繰返し載荷試験を実施し，

載荷中の機械変位と荷重を記録した。所定回数を載荷後

にアンカー筋が抜出さず残ったもの，または，載荷振幅

の上限値で載荷ができなくなったものについて静的載荷

試験を行い，最大荷重 Pmax，機械変位δmax，破壊形態を

記録した。 

静的載荷試験結果と繰返し載荷試験後の静的載荷試

験果の比較を行い，耐疲労性を評価した。 

2.2 試験体の概要 

（1） 試験体とコンクリートの諸元 

試験体諸元及び載荷条件を表-1に示す。なお，載荷振

幅は基準荷重との比率を示している。試験体の製作にあ

たっては，紙製の円形ボイド管に設計基準強度 24N/mm2

のコンクリートを打込み，あと施工アンカーを固着させ

る試験体を製作した。試験はコンクリートの打設とアン

カーの施工から 60 日以上経過してから実施した。試験時
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表-1 試験体諸元及び載荷条件 

試験体

(直径

×高さ)

名称
接着

材料

アン

カー筋

載荷

回数
載荷振幅

S-2-1 ― 静的

R-1-1
R-1-2 B

R-2-1 ∞ 0.25Prk~0.70Prk

R-3-1 ∞ 0.25Prk~0.50Prk

R-2-2 B 2×106

R-4-1 A・B・C・D
R-4-2
R-4-3

B

0.25Prk~0.90Prk

0.25Prk~0.60Prk

A・B・C・D

A・B・C・D試験体

(400
×250)

105

PC鋼棒

M20

∞

  

 

  

 

アンカー筋 

試 
験 
体 
高 

300mm 程度 

削 
孔 
長 

定 
着 
長 

削孔径 d 

アンカー径 M20 

45° 

試験体 

試験体径 400mm 

図-1 試験体概要図 

250mm 

100mm 

25mm 

120mm 
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のコンクリート強度は 25.5～31.5 N/mm2で，十分強度が

発現してから行った。試験体の寸法は，図-1 のとおり，

試験体径 400mm，試験体高さ 250mm とした。 

（2） アンカー筋の仕様 

アンカー筋の仕様は， PC 鋼棒 SBPD930/1080（JIS 

G3137）引張降伏強度 1,080 N/mm2の M20 とした。アン

カー筋の先端は図-1 のとおりいずれも 45 度カットした

ものを用いた。 

（3） アンカー筋の施工方法 

削孔径，定着長，削孔長については，最大荷重がアン

カー筋で破断荷重とならないように配慮して設定した。 

試験体の施工は，ハンマードリルで削孔径 d=25mm，

定着長 100mm，削孔長 120mm となるように下向き穿孔

した。また，アンカー筋の設置及び充填剤の注入につい

ても下向き施工で行った。 

（4） 充填剤の種類と充填方法 

充填剤には，材料をパラメーターとして 4 種類の有機

系材料（A：エポキシアクリレート，B：ビニルエステル，

C：エポキシ，D：アクリル）を選定した。充填方法をパ

ラメーターに，カプセル方式（A・B），注入方式（C・D）

の 2 種類を選定した。 

2.3 試験方法 

（1） 静的載荷試験方法（疲労前） 

疲労前の静的載荷試験の概要を図-2に示す。試験体の

アンカー筋端部には，機械式継手を介してテンションロ

ッドを取り付けた。載荷装置には鋼材引張試験用の万能

試験機を用い，下部の載荷梁の下端に試験体を固定し，

テンションロッドの上端付近を上部の載荷梁に固定させ

上方へ載荷することで，アンカー筋を引き抜いた。下部

の載荷梁と試験体の間には，支圧板（t=30mm）を密着さ

せ設置し，完全剛の状態で載荷を行った。支圧板は，図

-3 に示すように充填剤の性能を確認するのに適した拘

束条件 6）（1.5d：孔径 40mm の支圧板）で行った。 

試験時の計測項目は，試験機の荷重値と機械変位の

ほか，試験体上面付近のアンカー筋に取り付けたワイヤ

ー式変位計 2 個の平均値をアンカー筋の抜出し量とした。

載荷は，荷重が最大値を超えるまでの間は 0.0～

0.5kN/m/sec 程度の速度で行い，その後は適宜，載荷速

度を速め，アンカー筋が引き抜けるまで載荷を続けた。 

（2） 繰返し載荷試験方法 

繰返し載荷試験の概要を図-4に示す。載荷は，アンカ

ー筋の端部に設置した載荷梁を 4 本の PC 鋼棒を介して

鉛直ジャッキにより載荷することでアンカー筋に引抜き

力を発生させて行った。載荷振幅は，ETAG の基準と同

様に基準荷重の 0.25Prk～0.60Prkを基本とし，パラメータ

ーとして載荷振幅を 0.25Prk～0.50Prk，0.25Prk～0.70Prk，

0.25Prk～0.90Prk と変化させて行った。載荷回数について

  
 

支圧板 

1.5d 

1.5d 

図-3 載荷方法（左）拘束 

d 

テンション 
ロッド 
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機械式継手 ワイヤー式変位計 

支圧板 
チャック 
緩め 

図-2 静的載荷試験方法 

図-4 繰返し載荷試験方法 

支圧板 

鉛直ジャッキ 

PC 鋼棒 

ワイヤー式変位計 

※繰返し載荷後設置 

繰返し載荷 

図-5 静的試験の荷重-抜出し量グラフ 

S-2 1 A 139.0 1.20 接着

S-2 1 B 156.0 1.70 接着

S-2 1 C 150.2 1.20 接着

S-2 1 D 82.50 9.10 接着

最大荷重

(kN)
抜出し量

(mm)
破壊
形態

試験体名称

表-2 静的載荷試験結果（疲労前） 
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も ETAG の基準と同様に載荷振幅 0.25Prk～0.60Prk の試

験体において，105回を基本とした。パラメーターとして，

鉄筋の疲労強度の算定で用いられている 2.0×106回に変

化させて行った。載荷振幅 0.25Prk～0.60Prk以外の試験体

については，アンカー筋が抜出す（載荷振幅の上限荷重

で載荷できなくなる）まで載荷を行った。 

繰返し載荷試験における計測項目は，載荷中の機械変

位および荷重である。ここで，機械変位とは鉛直ジャッ

キの変位のことであり，載荷中のアンカー筋の抜出し量

と考え計測を行った。 

繰返し載荷は，載荷振幅の下限荷重と上限荷重の平均

荷重を載荷してから，繰返し載荷を開始した。 

（3） 静的載荷試験方法（疲労後） 

変動荷重を所定回数載荷終了した後，アンカー筋が抜

出していないものについては，図-4のようにアンカー筋

の根元付近に計測用の鋼材を固定し，その鋼材の両側 2

か所に抜出し量計測用のワイヤー式変位計を取り付けて，

アンカー筋が引き抜けるまで載荷を行い，最大荷重 Pmax

と抜出し量δmax を計測した。なお，抜出し量はワイヤー

式変位計の計測値の他，機械変位についても計測した。 
 

3. 試験結果 

3.1 静的載荷試験結果（疲労前） 

図-5 に荷重-抜出し量のグラフを示す。荷重-抜出し量

のグラフでは，充填剤 A~C のように最大荷重に直線的に

推移する傾向を示す場合と充填剤Dのようにある一定の

荷重まで直線的に推移した後，最大荷重まで緩やかに推

移する場合があった。 

図-6に菅原ら検討 6)における破壊形態を示す。破壊形

態を分類すると，アンカー筋および充填剤のみが引抜け

る付着破壊(a)，試験体上面にアンカー筋から放射状にひ

び割れが伸びる割裂破壊タイプ(b)に大別される。付着破

壊タイプは(a)はさらに，充填剤とコンクリートの界面で

引抜ける接着破壊(a-1)，アンカー筋のねじ山付近で引抜

ける凝集破壊(a-2)，およびそれらの両者が見られる接

着・凝集破壊(a-3)に分けられる。 

今回の試験では，表-2 に示すようにすべて接着破壊

（a-1）となった。 

3.2 繰返し載荷中の機械変位 

繰返し載荷試験中の鉛直ジャッキにおける機械変位

の推移を図-7～10に示す。載荷途中にアンカー筋が破断

したものや途中で異常停止したものについて，機械変位

の推移を補正した。なお，横軸は対数表示としの回数

1.E+0.6 は，106回を示す。また，図中の回数はアンカー

抜出しが生じた回数を示す。図-7に示す載荷振幅 0.25Prk

～0.90Prkの試験体では，全ての試験体でアンカー筋が抜

出したために，抜出し直前に急激に変位が増大するもの

図-6 破壊形態の例 

（a）付着破壊 

（b）割裂破壊 

（a-2）凝集破壊 

（a-3）接着・凝集破壊 

（a-1）接着破壊 

図-7 繰返し載荷中の機械変位（0.25Prk～0.90Prk） 

図-8 繰返し載荷中の機械変位（0.25Prk～0.70Prk） 

図-9 繰返し載荷中の機械変位（0.25Prk～0.50Prk） 

-639-



がみられた。図-8に示す載荷振幅 0.25Prk～0.70Prkの試験

体では，アンカー筋が抜出したもの（R-2-1-B，R-2-1-C）

がみられた。また，1.4×107 回を超えてもアンカー筋が

抜出さなかったものについては，1.4～1.6×107回で載荷

を終了した。アンカー筋が抜出さなかったものでは，機

械変位が増大し続けるもの（R-2-1-D），機械変位が微増

するもの（R-2-1-A）がみられた。図-9 に示す載荷振幅

0.25Prk～0.50Prk の試験体では，全ての試験体でアンカー

筋が抜出さなかったため，1.4～1.6×107回程度で載荷を

終了した。すべての試験体で 106 回まで機械変位が一定

あるいは減少し，106回を過ぎてから機械変位が増大する

傾向がみられた。図-10 に示す載荷振幅 0.25Prk～0.50Prk

の試験体では，106回まで機械変位が一定あるいは減少し

たものと，アンカー筋が抜出さなかったが機械変位が増

大し続けたものがみられた。 

3.3 静的載荷試験結果（疲労後） 

疲労後の静的載荷試験の結果を表-3 に示す。ここで，

残存強度比とは，基準荷重 Prk と繰返し載荷後の静的引

抜試験の最大荷重 Pmax の比（Pmax/Prk）を表したものであ

る。なお，表中※の値は割裂破壊のため参考値として記

載した。 

表中で斜体で示したものがアンカー筋に抜出しが生

じたものを示しているが，載荷振幅が 0.25Prk～0.90Prkの

試験体 R-1-1-A～D，R-1-2-B については，全ての試験体

でアンカー筋の抜出しがみられた。また，載荷振幅が

0.25Prk～0.70Prkの試験体のうち R-2-1-B，R-2-1-C につい

てもアンカー筋の抜出しがみられた。残存強度比が 0.9

を下回るものは，載荷振幅が 0.25Prk～0.60Prk の試験体

R-4-1-D，載荷振幅が 0.25Prk～0.50Prk の試験体 R-3-1-B，

R-3-1-C の合計 3 体であった。また，載荷振幅のアンカ

ー筋が抜出したものに対しても参考として静的載荷試験

を行った結果，全ての試験体で残存強度比は 0.9 を下回

った。 

破壊形態は，試験体 R-4-3-B，R-4-1-C において，接着

破壊が割裂に変化した。その他の試験体については，接

着破壊から接着・凝集破壊に変化するものが複数みられ

た。 
 

4. 考察 

4.1 破壊形態の変化 

残存強度比と破壊形態の関係を示したものを表-4 に

示す。残存強度比が0.9以上確保されているものを「○」，

繰返し載荷中にアンカー筋が抜出したもの，または残存

強度比が 0.9 未満となったものを「×」とした。破壊形

態は変化しなかったものを「○」，それ以外を「×」とし

た。判定は，残存強度比と破壊形態の判定が同じものは，

相関があるとし「◎」とした。 

残存強度比が 0.9 未満となるものと破壊形態が変化す

るものが相関する試験体は18体中7体であったことから，

繰返し載荷の影響により残存強度比の低下と破壊形態の

変化が相関しないと思われる。 

図-10 繰返し載荷中の機械変位（0.25Prk～0.60Prk） 

表-3 静的試験結果（疲労後） 

表-4 残存強度比と破壊形態の関係 
試験体名 判定

R-1-1-A 0.67 × 接着→接着 ○

R-1-1-B 0.58 × 接着→接着・凝集 × ◎

R-1-2-B 0.66 × 接着→接着・凝集 × ◎

R-1-1-C 0.64 × 接着→接着 ○

R-1-1-D 0.82 × 接着→接着 ○

R-2-1-A 1.28 ○ 接着→接着・凝集 ×

R-2-1-B 0.46 × 接着→接着・凝集 × ◎

R-2-1-C 0.47 × 接着→接着 ○

R-2-1-D 1.35 ○ 接着→接着・凝集 ×

R-3-1-A 1.28 ○ 接着→凝集 ×

R-3-1-B 0.82 × 接着→接着・凝集 × ◎

R-3-1-C 0.87 × 接着→接着 ○

R-3-1-D 1.07 ○ 接着→接着 ○ ◎

R-2-2-B 1.21 ○ 接着→接着・凝集 ×

R-4-1-A 1.11 ○ 接着→接着 ○ ◎

R-4-1-B 1.08 ○ 接着→接着 ○ ◎

R-4-1-C 1.24 ○ 接着→割裂 ×

R-4-1-D 0.85 × 接着→接着 ○

残存強度比 破壊形態

実測値 平均 残存強度比

R-1 1 A 1,491回でアンカー抜出し 93.2 - 0.67 接着

R-1 1 B 206回でアンカー抜出し 90.77 - 0.58 接着・凝集

R-1 2 B 993回でアンカー抜出し 103.70 - 0.66 接着・凝集

R-1 1 C 194,694回でアンカー抜出し 96.06 - 0.64 接着

R-1 1 D 17,170回でアンカー抜出し 67.78 - 0.82 接着

R-2 1 A 15,568,384回で載荷終了 178.0 - 1.28 接着・凝集

R-2 1 B 3,103,618回でアンカー抜出し 71.7 - 0.46 接着・凝集

R-2 1 C 800,472回でアンカー抜出し 71.2 - 0.47 接着

R-2 1 D 15,691,507回で載荷終了 111.5 - 1.35 接着・凝集

R-3 1 A 14,540,574回で載荷終了 177.4 - 1.28 凝集

R-3 1 B 14,007,386回で載荷終了 128.1 - 0.82 接着・凝集

R-3 1 C 16,270,001回で載荷終了 131.3 - 0.87 接着

R-3 1 D 16,000,000回で載荷終了 88.3 - 1.07 接着

R-2 2 B 2,000,000回で載荷終了 189.5 - 1.21 接着・凝集

R-4 1 A 100,000回で載荷終了 153.9 1.11 接着

R-4 1 B 100,000回で載荷終了 154.6 接着

R-4 2 B 100,000回で載荷終了 183.6 接着

R-4 3 B 100,000回で載荷終了 141.1※ - - （割裂）

R-4 1 C 100,000回で載荷終了 185.8※ - - （割裂）

R-4 1 D 100,000回で載荷終了 70.1 - 0.85 接着

169.1 1.08

最大荷重(kN)
破壊
形態

回数試験体名称

-640-



4.2 繰返し載荷回数 

繰返し載荷回数及び載荷振幅をパラメーターとした

充填剤 B の繰返し載荷中の機械変位の推移を図-11 に示

す。なお，横軸は対数表示とする。試験体 R-2-1-B は載

荷振幅 0.25Prk～0.70Prk ，載荷回数約 3.0×106回でアンカ

ーが抜出したものである。試験体 R-3-1-B は載荷振幅

0.25Prk～0.50Prk ，載荷回数約 1.4×107回で載荷終了した

が，残存強度比が 0.9 未満となったものである。また，

試験体 R-4-1～2-B，R-2-2-B は，載荷振幅が 0.25Prk～

0.60Prk で，載荷回数をパラメーターとして 105，2×106

回とし，アンカー筋が抜出さずに載荷終了し，残存強度

比も 0.9 以上となったものである。全試験体の傾向とし

て，載荷回数が 106 回以下までは，繰返し載荷中の機械

変位が一定または減少する傾向がみられるが，載荷回数

が 106～107回で機械変位が増大する傾向がみられた。載

荷振幅 0.25Prk～0.50Prk の試験体 R-3-1-B に着目すると，

106回をまでは変位が生じていないが，106回を超えてか

ら変位が増大し，所定の回数は載荷したが残存強度比は

0.9 未満となっている。対して，載荷振幅が 0.25Prk～

0.60Prk の試験体に着目すると 2×107回載荷したが，残存

強度比が 0.9 以上となっている。小さな載荷振幅でも載

荷回数が多くなると変位が大きくなる結果から，耐疲労

性には載荷回数が影響しているといえる。 

充填剤の繰返し載荷の影響を確認する上では，載荷振

幅に関わらず載荷回数を 107 回とするのが良いと考えら

れる。 

4.3 アンカー筋が抜出す載荷回数の予測 

107回以上載荷した試験体のうち，残存強度比の低下が

みられなかった充填剤 A，D についてアンカー筋が抜出

すまでの載荷回数の予測を行った。載荷振幅 0.25Prk～

0.70Prk の試験体R-2-1-A，R-2-1-Dおよび載荷振幅 0.25Prk

～0.50Prk の R-3-1-A，R-3-1-D における繰返し載荷中の

機械変位の推移を図-12 に示す。図には載荷回数を対数

近似した曲線も合わせて示す。 

繰返し載荷中の機械変位は，載荷回数の対数近似の曲

線と高い相関がみられた。また，充填剤 A は異なる載荷

振幅でも機械変位は同様の推移を示しているが，充填剤

B は機械変位の推移が試験体ごとに異なっている。 

求めた近似曲線を用いて，繰返し載荷後に行った静的

載荷試験の抜出し量に達するまでの載荷回数の予測を行

った。図-13 に繰返し載荷後の静的試験の結果の一例を

示す。図には後述する予測に用いた試験体 R-2-1-A の機

械変位と荷重の値も合わせて示す。 

予測方法の一例として試験体 R-2-1-A の予測のための

考え方を記載する。繰返し載荷試験の載荷開始時の変位

δ1（単位 mm；平均荷重導入時の変位）から繰返し載荷

後の最大荷重時の抜出し量δmax（mm）の差δ（=δmax-

図-12 繰返し載荷中の機械変位の推移（充填剤A，D） 

図-13 静的試験の荷重-抜出し量（機械変位） 

図-14 基準荷重に到達する載荷回数の予測値 

δ1=2.0mm 

53.3kN 

178.0kN 

δmax=6.2mm 

δ=4.2mm 

図-11 繰返し載荷中の機械変位（充填剤 B） 
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δ1）を求めて y=δとなる載荷回数（x）を近似式から予

測する方法を用いた。 

載荷振幅 0.25Prk～0.70Prk ，0.25Prk～0.50Prk の繰返し

試験から得られた機械変位の近似曲線を用いて予測した

静的載荷の最大荷重時の変位に達するまでの載荷回数を

図-14に示す。充填剤 A，D は，載荷振幅 0.25Prk～0.70Prk 

の方が，載荷振幅 0.25Prk～0.50Prk よりも最大荷重に早く

到達する結果となった。このことから，載荷振幅の大き

い試験体の方が繰返し載荷の影響を受けやすいというこ

とが分かる。 

4.4 載荷振幅と載荷回数の関係 

アンカー筋が抜出す載荷回数の予測に用いた充填剤

A,D について，前述の手法で予測した基準荷重に到達す

るまでの載荷回数の予測値と載荷振幅 0.25Prk～0.90Prk 

の実験値から S-N 線図を作成し，図-15 に示す。図の白

抜きプロットは載荷試験結果からの予測値，それ以外の

プロットは実験値である。 

充填剤ごとに差異はあるが，載荷振幅は載荷回数の対

数近似と相関が良いことが分かる。載荷回数が 1018～1024

回で最大荷重に達する載荷回数となっている。 

4.5 残存強度比と載荷振幅の関係 

図-16 に載荷振幅毎の残存強度比を示す。なお，図に

は残存強度比の下限値を結んだ結果についても合わせて

示す。 

載荷振幅と残存強度比は，反比例の線形近似を示した。

残存強度比が 1.0 以上となる載荷振幅の上限値を反比例

の式より求めると 0.39Prk となる。 

充填剤ごとに差異があり，抜出した載荷回数も異なっ

ているが，載荷振幅を 0.25 Prk～0.39 Prk とすると今回実

施した載荷回数 1.4～1.6×107回までは残存強度比 1.0 を

確保できると考えられる。 
 

5. まとめ 

本試験によって得られた知見は以下のとおりである。 

(1) 残存強度比と破壊形態の変化は必ずしも相関しな

いと思われる。 

(2) 充填剤の繰返し載荷の影響を確認するには，載荷回

数を 107回以上とすることが良いと考えられる。 

(3) 繰返し載荷中の機械変位から求めた近似曲線を用

いて，静的載荷の最大荷重時の変位に達するまでの

載荷回数を予測することが可能だと考えられる。 

(4) 繰返し載荷は，載荷振幅の上限荷重が大きいほど影

響を受けやすいと考えられる。 

(5) S-N 線図は，繰返し載荷による抜出し量の近似曲線

から予測した静的載荷の最大荷重時の変位に達す

るまでの載荷回数の予測値および試験の実測値か

ら作成すること可能である。また，充填剤ごとに差

異はあるが，載荷振幅は載荷回数の対数近似と相

関が良いと考えれられる。 

(6) 載荷振幅と残存強度比は，反比例の線形近似を示

した。充填剤ごとに差異があるが，載荷振幅を 0.25 

Prk～0.39 Prk の場合，載荷回数 1.4×107回までは残

存強度比 1.0 を確保できると考えられる。 
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図-16 残存強度比と載荷振幅の関係 図-15 S-N線図 
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