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要旨：あと施工アンカー工法の高耐力化，信頼性向上を目的に，アンカー筋に PC鋼棒を使用し，PC鋼棒先端

にテーパ型に加工したナット取り付けて先端定着体とする工法を考案し，基礎的な検討を行なった。本報告

では，あと施工アンカーの必要定着長を検討するため，孔壁成形方法と孔壁処理方法による充填モルタルの

付着強度確認試験を行った。その後，テーパ型ナットを先端定着体とした PC鋼棒をアンカー筋とした引張試

験による引張耐力確認試験を行った。本検討結果からは，テーパ型ナットを先端定着体とした PC鋼棒は定着

長を PC鋼棒直径の 20倍で，あと施工アンカーとして PC鋼棒が破断する破壊形態となることを確認した。 
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1. はじめに 

 あと施工アンカー工法は，コンクリート構造物の補強

工事や付帯設備の取り付けなどで多く用いられている。

接着系あと施工アンカー工法１）は，母材となるコンクリ

ートに削孔を行い，接着剤で充填して硬化させ，アンカ

ー筋と母材とを物理的に固着するアンカー工法である。

削孔への充填方式により，カプセル方式と注入方式に分

けられ，充填剤については，有機系と無機系が用いられ

る。土木構造物であと施工アンカーを長期にわたって使

用する場合は，耐久性の観点から接着剤として無機系の

セメント系材料を充填剤（以下「充填モルタル」という）

に用いるのを一般化している場合もある２）。 

 充填モルタルを用いた接着系あと施工アンカー工法の

引張耐力は，アンカー筋周辺の充填モルタルが固結する

ことで発揮される。接着系あと施工アンカー工法では，

引張耐力が工法を構成している各要素の付着強度に依存

する。例えば，母材コンクリート孔壁面と充填モルタル，

アンカー筋と充填モルタルとの接合面の二箇所において，

それぞれが所定の付着強度を発現することで，接着系あ

と施工アンカー工法の引張耐力が発揮される。 

接着系あと施工アンカー工法に所定の引張耐力を発揮

させるためには，削孔面の状況，充填モルタルのドライ

アウト防止など，適切な施工管理も必要となる。仮に，

管理状況が不備となった場合，接着系あと施工アンカー

工法として，所定の引張耐力が発揮できず，充填モルタ

ルを含んだアンカー筋周辺全体が引抜けてしまう場合も

ある。このような挙動の発生は，接着系あと施工アンカ

ー工法の機能を損ねるとともに工法の信頼性を低下させ

る要因になるものと思われる。 

そこで，あと施工アンカー工法の信頼性の向上ととも

に高耐力化に対応可能な工法の検討を行った。その結果，

あと施工アンカーの引張抵抗機構をアンカー筋の定着先

端部に定着性能の十分高い定着体を取付け，アンカー筋

に作用する引張力をアンカー筋先端定着体で負担するこ

とが安定した耐荷性能を発揮できるものと考えた。また，

あと施工アンカーの高引張耐力化を図るため，アンカー

筋に PC 鋼棒の使用を考えた。PC 鋼棒は，丸鋼形状で先

端部を鍛造ネジ加工が容易である。定着性能が十分高い

定着体をネジ方式でアンカー筋と接合できれば，先端定

着体を有するアンカー筋によるあと施工アンカー工法が

現場で容易に施工できるものと思われる。 

PC 鋼棒先端に取り付ける定着体としては，くさび形状

のテーパ型ナットを考えた。アンカー筋に作用する引張

力をテーパ型先端定着体に作用させることで，先端定着

体のテーパ部分からの支圧力を充填モルタルを介してコ

ンクリート孔壁部に与えることができ，充填モルタルと

コンクリート孔壁面の摩擦力として作用させることで，

より安定した抵抗機構に利用することが可能と考えられ

る。 

本報告は，PC 鋼棒先端にテーパ型先端定着体を用いた

あと施工アンカー工法の基礎的性状を明らかにすること

を目的に実験的な検討を行なった。実験では，あと施工

アンカー孔壁の成形方法や孔壁の処理方法に着目した充

填モルタルの付着強度の確認，PC 鋼棒にテーパ型先端定

着体を取り付けたアンカー筋を用いたあと施工アンカー

工法の引張試験から引張耐力の確認を行った。 
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2. テーパ型ナットを先端定着体としたあと施工アンカ

ー工法の概要 

アンカー筋先端に定着体を取付けたアンカー筋は，参

考文献１）によると頭付アンカーボルトと呼ばれている。

本検討工法では，アンカーボルト先端部にテーパ型に加

工されたナットを用いる。よって，本検討工法は，頭付

アンカーボルトを用いたあと施工アンカー工法の範囲に

位置づけられると考えられる。図－1 は，テーパ型ナッ

トをアンカー筋先端に取り付けて，あと施工アンカーに

用いた場合に想定した耐荷機構の略図を示したものであ

る。高引張耐力化を図るためアンカー筋には，PC鋼棒の

使用を想定している。試験に用いたテーパ型ナットを写

真－1 に，テーパ型ナットを PC 鋼棒先端にセットした状

況を写真－2に，それぞれ示す。 

丸鋼形状の PC 棒鋼は，一般的に，接着系あと施工アン

カーでの使用は認められていない１）。しかしながら，ア

ンカー筋先端の定着強度が十分ならば，高強度で丸鋼形

状の PC 棒鋼をアンカー筋に用いるあと施工アンカー工

法の適用可能性を有しているものと考えられる。本工法

では，母材コンクリートを削孔し，PC 鋼棒先端にテーパ

型ナットを取り付けたアンカー筋を削孔内に挿入後，モ

ルタルを充填する。充填モルタルが固結することで，ア

ンカー筋に引張抵抗力が発揮される。 

丸鋼形状の PC 鋼棒は，充填モルタルとの付着力が異形

鋼棒より低下すると考えられるため，アンカー筋に引張

力が作用すると，大部分がアンカー筋の先端定着部に作

用することになる。テーパ型形状の先端定着体に引張力

が作用すると，先端定着体のテーパ面から充填モルタル

に支圧応力が作用し，母材コンクリートの孔壁部分へも

伝達される。母材コンクリート孔壁面に伝達された支圧

応力は，充填モルタルと母材コンクリート孔壁面に摩擦

力を励起させる。また，先端定着体近傍以外の箇所では，

充填モルタルの付着力が作用する。この両者の引張抵抗

機構から，高強度の PC鋼棒を用いても安定した引張耐力

を発揮するあと施工アンカーとして機能できると考えた。 

本検討工法では，接着系あと施工アンカー工法のよう

に，アンカー筋に作用した引張力を直接充填モルタルに

伝達させるのではなく，テーパ型の先端定着体を介して

伝達することで，充填モルタルの付着強度や母材コンク

リートの引張強度に依存した耐荷機構から，充填モルタ

ルや母材コンクリートの圧縮強度に依存した耐荷機構に

変化させることを狙ったものである。 

 

3. 実験概要 

テーパ型ナットを PC 鋼棒先端に取り付けたアンカー

筋を用いたあと施工アンカー工法の定着長の検討を行う

ため，充填モルタルとコンクリート孔壁面との付着強度

確認試験を行った。確認された付着強度から，PC 鋼棒の

引張強度を考慮したあと施工アンカー工法としての定着

長の検討を行った。定着長の検討結果を踏まえ，コンク

リートブロックにテーパ型先端体を有する PC 鋼棒をア

ンカー筋としたあと施工アンカー工法を施工し引張試験

を行い，引張耐力の確認を行った。本検討で行った試験

概要を以下に示す。 

 

3.1 充填モルタルとコンクリート孔壁面の付着試験 

(1) 試験概要 

本検討工法は，アンカー筋に作用する引張力をアンカ

ー筋先端に取り付けたテーパ型先端定着体に作用させる。

あと施工アンカーとしての引張耐力を十分発揮させるた

めには，アンカー筋と充填モルタル全体が抜出すような

破壊挙動を避けなければならない。このためには，充填

モルタルと母材コンクリートとの付着性能を十分確保し，

アンカー筋に作用する引張力以上の充填モルタルの付着

力が必要となる。充填モルタルの付着力は，コンクリー

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 テーパ型ナット先端定着体としたあと施工ア

ンカー工法の耐荷機構の略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－1 テーパ型ナットの形状 

 

 

 

 

 

写真－2 テーパ型ナットを PC鋼棒にセットした状況 

 

 

ｱﾝｶｰ筋
付着小さい

孔壁面
支圧力＋摩擦
→母材ｺﾝｸﾘｰﾄ
強度を有効利用

充填モルタル

テーパ型先端定着
体を有するアンカー体

引張力

-1610-



表－1 コア削孔で孔壁成形，孔壁無処理とした充填モルタルの付着強度確認試験体 

試験体No 試験方法
コンクリート母材

寸法
削孔径φ(mm) 付着長さL(mm) 孔壁処理条件

削孔-無処理No1

削孔-無処理No2

削孔-無処理No3

押抜き載荷 □900mm 75 無処理100

 

 

表－2 コア削孔で孔壁成形，孔壁水処理とした充填モルタルの付着強度確認試験体 

試験体No 試験方法
コンクリート母材

寸法
削孔径φ(mm) 付着長さL(mm) 孔壁処理条件

削孔-水処理No1

削孔-水処理No2

削孔-水処理No3

押抜き載荷 □900mm 75 水処理100

 

 

表－3 コア削孔で孔壁成形，孔壁プライマー処理とした充填モルタルの付着強度確

認試験体 

試験体No 試験方法
コンクリート母材

寸法
削孔径φ(mm) 付着長さL(mm) 孔壁処理条件

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理No1

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理No2

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理No3

押抜き載荷 □900mm 75 ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理100

 

 

ト孔壁表面積に孔壁と充填

モルタルとの付着強度を乗

じて算定されことになる。 

ここでは，コンクリート

孔壁の成形方法とモルタル

充填時のコンクリート孔壁

面の処理方法に着目して，

孔壁面と充填モルタルとの

付着強度の確認実験を行っ

た。 

(2) 付着強度確認試験 

付着強度確認実験では，

母材コンクリート孔壁面の

成形方法とモルタル充填前

の孔壁面の処理方法に着目

した。試験体は，あらかじ

め製作しておいたコンクリ

ートブロックにφ75mm の孔を設け，その孔

に 100mm の付着長を有するモルタルを充填

した。試験体に用いたコンクリートブロック

は，900mm×900mm×900mm の寸法で無筋と

した。 

コンクリートブロックに設けた孔壁の成形

方法としては，一般的に行われるコアマシン

による削孔で行った。コアマシンによる削孔

は，φ75 のコアビットを用いた。 

 グラウト充填前のコンクリート孔壁の処理

方法としては，無処理，水処理，ドライアウト防止用プ

ライマー処理の３種類の方法を実施した。孔壁を無処理

とした場合は，充填モルタルのドライアウトの影響を把

握することを目的にした。孔壁を水処理とした場合は，

モルタル充填前に母材コンクリートに吸水を行なった。

吸水方法は，水を刷毛塗りした。ドライアウト防止用プ

ライマーは，コンクリート面の打継ぎ時の接着力向上と

躯体コンクリートの吸水防止を目的した市販品で，充填

モルタルの水分が母材コンクリートへ吸水されるのを防

止するためのもので，酢酸ビニル・エチレン共重合体系

エマルジョンを主成分としている。プライマーの塗布は，

標準塗布量を目安として刷毛塗りし,塗布後 60 分後に皮

膜ができていることを目視で確認した上で，モルタル充

填を行なった。  

 付着強度確認用試験体は，孔壁の成形方法，孔壁の処

理方法を組み合わせて，表－1〜3の３種類の試験体を製

作した。表－1 は，孔壁をコアマシンで削孔成形し，孔

壁を無処理とした場合である。表－2 は，孔壁をコアマ

シンで削孔成形し，水処理した場合である。表－3 は，

孔壁をコアマシンで削孔成形し，孔壁処理をドライアウ

ト防止用プライマーを使用した場合である。 

図－2 に，付着強度確認試験の状況を示す。載荷は，

充填モルタル上面に円形の載荷板をセットし，3000ｋN

用アクチュエータにより荷重を加えた。載荷試験時の計

測項目は，載荷荷重と載荷点位置の変位である。写真－3

に，載荷試験状況を示す。 

(3) 付着強度確認試験結果 

表－4～6に試験結果を示す。コンクリート孔壁と充填

モルタルとの付着強度は，孔壁をコアマシンで削孔成形

し，孔壁を水処理とした場合の平均付着強度が 10.13 

N/mm2となり，実験を行ったケースの中で一番大きな値を

示した。この理由は，孔壁面を水処理すると，充填モル

タルから母材コンクリートへの水分の移動が抑制される

ため，充填モルタルが所定の品質が確保されることによ

る効果と考えられる。 

次に，平均付着強度の値が大きかったのが，コア削孔

で孔壁を成形し，孔壁を無処理としたケースで，平均付

着強度は 6.52N/mm2 であった。コア削孔を行い，孔壁を

プライマー処理したケースの平均付着強度は 3.60N/mm2

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 

図－2 付着強度確認試験状況    写真－3 載荷状況 
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図－3 充填ﾓﾙﾀﾙ付着強度確認試験時の変形挙動 

 各試験ケース 3体

の試験結果を変動係

数で比較したところ，

コア削孔で孔壁を成

形し，孔壁を水処理

したケースの変動係

数が 13％となり，バ

ラツキも一番小さい

結果となった。なお，

他の試験ケースの変

動係数は 27 と 47％

であった。 

図－3 は各試験体

の試験結果として，X

軸を鉛直変位を付着

長で除した値，Y 軸

は鉛直荷重を孔壁の

周面積で除して付着応力として示したものである。全体

的な傾向としては，試験体ごとにばらつきはあるが，最

大値を示した以降は，ほぼ一定の付着応力度を維持して

変形が進む様子が伺える。 

 

3.2 本検討工法での必要定着長の検討概要 

 あと施工アンカーとして，安定した破壊形態となるア

ンカー筋の破断となるように，定着長を定めることにし

た。 

コンクリート孔壁と充填モルタルとの付着強度確認試

験から，コア削孔で孔壁を成形し，孔壁を水処理をした

場合，付着強度は概ね 10N/mm２となる。この値から，本

検討工法における必要定着長を推定した。アンカー筋に

PC 鋼棒を使用し，PC 鋼棒の引張強度以上のコンクリート

孔壁と充填モルタルの付着力を有する定着長として，PC

鋼棒φ32（SBPR1080/1230，C 種 1 号），コア削孔外径φ

53 とすると，必要定着長が 595mmとなり，PC 鋼棒直径の

18.6倍となった。同様に，PC鋼棒φ17（SBPR1080/1230，

C 種 1 号），コア削孔外径φ34 の場合は，必要定着長が

263mm，PC 鋼棒直径の 15.4 倍となった。 

以上の結果を踏まえ，本検討工法における必要定着長

は，若干の余裕を考慮して PC鋼棒直径の 20 倍とした。 

 

3.3 テーパ型ナットを先端定着体とした PC 鋼棒を用い

たあと施工アンカー工法の引張耐力確認試験 

(1) 試験概要 

充填モルタルとコンクリート孔壁の付着強度確認試験

結果を基本として，本検討工法における必要定着長の検

討を行った。その検証を行うため，本検討工法での引張

耐力を確認するための確認試験を行う。 

あと施工アンカー工法の破壊形態としては，アンカー

筋の破断となることがあと施工アンカー工法として最も

安定すると考えられる。よって，本検討工法としては， 

アンカー筋に用いる PC 鋼棒の破断となる破壊形態を目

指すことにした。 

(2) 引張耐力確認試験 

 図－4に，引張耐力確認試験配置状況，写真－4 に試験

状況を示す。表－9 に，試験体に用いた材料強度試験結

果を示す。検討に用いた PC 鋼棒は，φ17 とφ32 で，C

種１号（SBPR1080/1230）の規格のものを用いた。定着長

は，PC 鋼棒直径の 20 倍とした。この値は，充填モルタ

ルとコンクリート孔壁面の付着強度から定めた。 

 引張耐力確認試験に用いたコンクリートブロック寸法

は，φ17 のものが 900mm×900mm×900mm とし，φ32の場

合は 1800mm×1800mm×900mmとした。コンクリートブロ

ックの形状寸法は，引張試験時の載荷治具の反力が，テ

ーパ型先端定着体からコンクリートへ伝達される応力範

囲内に入らないように考慮して定めた。なお，テーパ型

表－4 コア削孔で孔壁成形，孔壁無処理とした充填モルタルの付着強度確認結果 

 
削孔径 付着長さ 最大荷重

φ(㎜) L(㎜) kN

削孔-無処理No3 182.3 7.74

削孔-無処理No2

58.0

106.7 4.53100 無処理

171.4 7.28

6.52

削孔-無処理No1

押抜き載
荷

□900mm 31.3

59.7

75

付着強度

τ0(N/mm
2)

平均付着強度

τ0AVR(N/mm
2)

試験体№ 試験方法
母材

コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度

f'ck(N/mm2)

充填ﾓﾙﾀﾙ強度

f'ckm(N/mm2)

孔壁処理
条件

 

表－5 コア削孔で孔壁成形，孔壁水処理とした充填モルタルの付着強度確認試験結果 

 
削孔径 付着長さ 最大荷重

φ(㎜) L(㎜) kN

付着強度

τ0(N/mm
2)

平均付着強度

τ0AVR(N/mm
2)

ｺﾝｸﾘ ﾄー強度

f'ck(N/mm2)

充填ﾓﾙﾀﾙ強度

f'ckm(N/mm2)

60.8

11.55

10.13

試験体№ 試験方法
母材

コンクリート
孔壁処理
条件

272.1削孔-水処理No1

削孔-水処理No2 209.9 8.91

削孔-水処理No3 233.6 9.92

押抜き載荷 □900mm 75 100 水処理19.6

 

表－6 コア削孔で孔壁成形，孔壁ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理とした充填モルタルの付着強度確認試験結果 

 
削孔径 付着長さ 最大荷重

φ(㎜) L(㎜) kN

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理No3 113.3 4.81

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理No2

31.3 58.0

102.1 4.34100
プライマー
処理

39.1 1.66

3.60

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理No1

押抜き載
荷

□900mm

30.9 65.7

75

付着強度

τ0(N/mm
2)

平均付着強度

τ0AVR(N/mm
2)

試験体№ 試験方法
母材

コンクリート

ｺﾝｸﾘー ﾄ強度

f'ck(N/mm2)

充填ﾓﾙﾀﾙ強度

f'ckm(N/mm2)

孔壁処理
条件

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

付着応力
τ(N/mm2)

鉛直変位/付着長

削孔-無処理No1 削孔-無処理No2

削孔-無処理No3 削孔-水処理No1

削孔-水処理No2 削孔-水処理No3

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰNo1 削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰNo2

削孔-ﾌﾟﾗｲﾏｰNo3

-1612-



先端定着体からコンクリートに伝達される応力範囲は，

テーパ型先端定着体から 45 度のラインの領域を仮定し

た。 

 試験体の製作は，コンクリートブロックにコアマシン

で所定の削孔を行った。次に，孔壁面に水を塗布し，テ

ーパ型先端定着体をセットしたアンカー筋を孔内に配置

し，充填モルタルを打設した。なお，コンクリートブロ

ック体には，吊り金具を取り付けた面に D13筋(□900mm

のブロック)，D16筋（□1800mm のブロック）を１周配置

しているだけで，テーパ型先端定着体からコンクリート

ブロック端部までの領域は無筋となっている。充填モル

タルについては，市販のプレミックスタイプのものを使

用した。なお，テーパ型先端定着体と削孔面に 2～4mm

の空隙を設け，全体にモルタルが充填されるようにした。 

 載荷は，1200kN用のセンターホール型の油圧ジャッキ

を手動の油圧ポンプを用いて加圧して，アンカー筋に引

張荷重を作用させ，破壊状況を確認するまで載荷を行っ

た。計測は，引張荷重とフーチング上面付近での変位で

ある。 

(3) 本検討工法での引張耐力確認試験結果 

図－5 に PC鋼棒φ17をアンカー筋に使用した場合，図

－6にPC鋼棒φ32をアンカー筋に使用した場合の荷重変

位関係をそれぞれ示す。引張耐力確認試験は，

変位計の盛り替えから一旦除荷，再載荷を行

い所定の引張荷重を載荷した。試験結果から

は，PC鋼棒φ17 を使用した場合の引張耐力は

270kN 程度まで，φ32の場合は 1040kN 程度ま

での引張耐力を確認した。 

引張耐力確認試験は，各ケース 3体行った

が，破壊形態を確認したのは各ケース１体で

あった。本検討工法で，確認された破壊形態

は，アンカー筋として使用した PC鋼棒の破断であった。

写真－5に，PC鋼棒φ32の破断状況を示す。 

PC 鋼棒を破断まで載荷するとなると実験上危険であ

ったため，他の 2体は PC鋼棒の規格において，0.2%永久

伸びに対する引張荷重に達した段階で除荷した。試験結

果として，各ケース 3体ともにほぼ同じ荷重変位関係を

示した。 

PC 鋼棒φ32を用いた試験体の実験終了後，φ100ビッ

トを用いてコア削孔を行いテーパ型ナット部周辺の状況

確認を行った。採取したコンクリートコアのテーパ型ナ

ット周辺の状況を写真－6 に示す。採取したコア表面を

観察すると，テーパ型ナットの最小径部付近から円周状

のクラックが見られる。円周状のクラックに直交するよ

うに，アンカー筋軸方向にも長さ 100mm程度のクッラク

が 2本，長さ 50mm程度のものが 3本発生していた。円周

状のクラックは，参考文献１）の頭付アンカーボルトを

用いた型抜きアンカーの破壊例にも示されているが，本

検討工法では，コンクリート孔壁と充填モルタルとの付

着強度が確保されていたことから，充填モルタル接合面

の付着破壊とはならなかった。 

以上の検討結果から，実験範囲内ではあるが，PC鋼棒

にテーパ型ナットを取り付けてアンカー筋としたあと施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (単位：mm) 

削孔径：φ34（PC 鋼棒φ17），φ53(PC 鋼棒φ32) 

図－4 引張耐力確認試験セット状況       写真－4 載荷試験状況 
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表－9 引張耐力確認試験体の材料強度 

試験体名 使用アンカー筋鋼材の規格

コンクリートブ
ロック圧縮強度

f'ck(N/mm
2
)

充填ﾓﾙﾀﾙ圧縮
強度

f'ck(N/mm
2
)

φ17-No1 38.1 62.5

φ17-No2 34.6 62.5

φ17-No3 27.3 62.5

φ32-No1 33.0 67.4

φ32-No2 29.1 69.4

φ32-No3 32.4 69.4

C種1号(SBPR1080/1230)
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図－5 PC鋼棒φ17を用いた引張試験時の荷重変位関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 PC鋼棒φ32を用いた引張試験時の荷重変位関

係 

工アンカー工法は，PC 鋼棒の直径の 20 倍を定着長とす

ることで，PC 鋼棒が破断する安定した破壊形態となるこ

とを確認した。 

 

4. まとめ 

テーパ型に加工したナットをPC鋼棒先端に取付けて，

アンカー筋としたあと施工アンカー工法の引張耐力の確

認試験を行った。本検討工法の必要定着長は，コンクリ

ート孔壁と充填モルタルの付着強度確認実験結果から検

討を行った。本検討結果のまとめを以下に示す。 

(1) コンクリート孔壁の成形方法をコア削孔とし，モル

タル充填前の孔壁処理方法を 3 種類（無処理，水処

理，プライマー処理）変化させた充填モルタルとの

付着強度確認試験を行った。その結果，孔壁を水処

理した場合の付着強度が一番大きく，実験結果の平

均付着強度は 10.1N/mm2 であった。 

(2) 付着強度確認試験結果から，本検討工法の必要定着

長の検討を行った。その結果，PC 鋼棒直径の 20 倍

を必要定着長と定めた。 

(3) テーパ型ナットを PC 鋼棒先端に取り付けたアンカ

ー筋を用いたあと施工アンカー工法の引張耐力確認

実験を行った。C 種 1 号の PC 鋼棒φ17 とφ32 をア

ンカー筋に用いて行った引張試験結果から，PC 鋼棒

が破断となること，PC 鋼棒φ17 で 270kN，PC 鋼棒

φ32 で 1040kN 程度の引張耐力を発揮した。 

 

謝辞 

 本実験を行うあたり，サンコーテクノ（株）今井清史

氏，藤井保也氏の協力を得ました。ここに記して，深く

感謝いたします。 

 

参考文献 

1) 日本建築学会：各種合成構造設計指針・同解

説,2010.11 

2) 東日本旅客鉄道株式会社：あと施工アンカー設計マ

ニュアル，2004年12月 

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40

引
張
荷
重
P
(
kN
)

載荷点位置での変位 δ(mm)

φ17-No1

φ17-No2

φ17-No3

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30 40

引
張
荷
重

P
(k
N
)

フーチング上面位置の変位 δ(mm)

φ32-No1

φ32-No2

φ32-No3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－5 PC鋼棒φ32 ｱﾝｶｰ筋の破断状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－6 PC鋼棒φ32 ｱﾝｶｰ筋コアのテーパ型先端定

着体付近の状況 
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