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あと施工アンカーとは
コンクリートが固まってからドリルなどで穿孔し、アンカ
ーボルトを取り付けるタイプのもの。

耐震補強では、

既存躯体に生じた地震力（水
平力）を、新たに設けた耐震要
素に伝達させるために、

既存躯体と新たな耐震要素間
に、ダウウェル効果を発揮する
ように施工される。
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従来技術とその問題点
・耐震補強設計では、

既存躯体と新たな耐震要素間に、どれだけ相対的ずれが生じ
たときに、あと施工アンカーがどれだけのせん断力を伝達するか
を知る必要がある。

→ コンクリートの圧縮強度に基づく強度設計しか行っていない。
物件ごとに現場で試験を行って、設計データを得られる簡便
な試験装置がないから。

・施工管理では、
設計通りのせん断力を伝達できるか試験を行って、品質管理を
する必要がある。

→ せん断力を伝達を目的としているのに、引抜き試験しか行っ
ていない。
現場で使用可能な簡便なせん断試験装置がないから。
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平成２８～３０年度 科学研究費 基盤研究（C)
現場で使用できるコンパクトなせん断試験装置を開発したい

コンパクトにしたい → 重さ23kｇ程度で可搬型とする

現場での準備作業を減らしたい → 試験筋を2本施工するだけ

コンクリート表面の不陸に対応したい → コンクリート表面から浮かせて
設置する

コンパクトでも試験精度を上げたい → 一面せん断試験に近い結果と
なる使い方

→ 新技術の特徴①
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試験装置のメカニズム
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凸部品と凹部品を組み
合わせてスライドさせ、

接触面で互いに反力と
なるPとPを得る。

アンカー筋の回転拘束
ができる。
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試験精度向上のために、試験アンカー筋の施工冶具の開発

新技術の特徴②

試験アンカー筋が同一鉛直面上で平行を保っていないと、試験装置取
付け時に、台直しが起こる。

→ コンクリート面に垂直で、平行な穿孔を行う冶具と
接着樹脂が硬化するまで、試験アンカー筋を同一鉛直面上で平行
に保つ冶具

試験アンカー筋
間隔

ビットガイド
試験アンカー筋

スライドする
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計測準備作業を減らすために → 変位測定用ゲージホルダーの開発

新技術の特徴③

予め変位計を取り付けたゲージホルダーを高さを合わせて置くだけで、
極めて作業が簡単

高さ方向調節長ボルト
変位測定のための基準点

水平変位測定用の
変位計

回転変位を求めない
なら、高さ方向中央の
1点でもよい
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従来技術によるせん断試験の例
あと施工アンカー協会の試験方法に準拠する例

・実験室内での試験であり、現場で試験することは難しい
・試験アンカー筋周囲の境界条件が不明解
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研究レベルでの一面せん断試験の例

コンクリート境界面にあ
と施工アンカーを施工し、
曲げモーメントと軸力が
加わらない状態で、せ
ん断力のみを作用させ
て試験を行う。

・ 実験室でなければできない
・ 試験アンカー筋周囲の境界条件が明解
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従来技術との比較
従来技術 新技術

試験装置の大きさ 実験室内で
重量物を移動する必要がある

一人の人力で扱うことが可

使用可能場所 実験室内に限られる 現場での使用が可

不陸面への対応 可

接触面との摩擦力を除去する必
要がある

可
コンクリート面から離して設置できる

試験筋の境界条件 明解でない 一面せん断試験の状態に近づけることが
できる

反力の取り方 反力装置を要する 反力装置不要
2本の試験筋に相互に水平反力をとり、
回転を止める反力は試験装置内で処理

加力準備作業 加力・反力装置を試験筋に合わせ
て移動

施工してある2本の試験筋を
試験装置にボルト締めするだけ

変位測定準備 不動点を決めて
ゲージホルダーを置くだけ
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性能確認試験結果の例
凸部品と凹部品を組み合わせて、アンカー筋の回転拘束のため

の力 P と P を発生させるため、スライドすると摩擦力が生じる。

凸部品と凹部品の接触面をテフロン加工
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性能確認試験結果の例 （アンカー筋D16、SD345）

せん断力(Q)とアンカー筋の回転量(θ)の関係

凸部品と凹部品のスライド部クリアランス(約0.2mm）によって生じる。
クリアランスを無くせば、摩擦力が大きくなる。

アンカー筋の試験
装置への留め付け
具合によって生じる。
実用上、問題ない大
きさか。
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性能確認試験結果の例（D16, SD345)

せん断力(Q)と水平変位(δ)の関係

コンクリート面から試験装
置を浮かせて試験アンカ
ー筋が変形する区間を作
ることは、初めからコンク
リートが支圧破壊した状
態を模擬している。

したがって、浮かせ高さが
大きいほど、剛性・耐力が
一面せん断試験結果より
小さくなる。

適当な浮かせ高さを選
べば、第2剛性・耐力が
一面せん断試験結果に
近くなる。

せん断力(Q) (kN)

一面せん断試験結果

水平変位(δ) (mm)

浮かせ高さ：0.0db

05db

0.75db

1.0db

1.5db

0.25db

従来技術による試験結果
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一面せん断試験結果に近づける工夫（D16, SD345)

試験アンカー筋を直接
試験装置に留め付ける
方法から、

拘束を与えたモルタル
ブロックで掴み、それを
試験装置に留め付ける
方法にすれば、

初期剛性・第2剛性・耐
力共に一面せん断試験
結果により近くなる。

ただし、試験準備には
作業と時間を要すること
になる。

試験アンカー筋

モルタルを拘束する
鋼管

試験装置に固定
0.5mm厚の塩ビ板

無収縮モルタル
充填
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性能確認試験結果の例（D19, SD345)

せん断力(Q)と水平変位(δ)の関係 【浮かせ高さ0.5d=9.5mm】

試験アンカー筋D19の場合、浮かせ高さを、
0.5d（9.5mm）とすれば、第2剛性・耐力とも
に一面せん断試験結果により近くなる。
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想定される用途

• 施工現場で、施工・品質管理のための試
験の実施に使用する。

• 耐震補強設計のためのデータを対象建物
で取得し、設計を合理化する。

• アンカー材料の品質管理試験の実施に使
用する。
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実用化に向けた課題
• 現在、試験装置としての基本性能はほぼ確認している。今後、実用
に合わせた改良、目的に応じた使用方法の確立が課題である。

• 施工・品質管理に使うなら、健全なコンクリートに確実な施工をしたも
のに対して得られる標準試験結果を持って、それとの比較で施工品
質を確認していくことが必要であろう。もちろん、施工のばらつきも考
慮に入れる必要があり、試験条件と管理基準の確立が重要である。

• 耐震補強設計のためのデータを得ようとするのなら、一面せん断試
験結果に近い試験結果を得るための試験条件をどう決めるかが重
要である。あるいは、本試験装置による結果から一面せん断試験結
果を推定する手法の確立が必要であろう。

• アンカー材料の品質管理に使うのなら、相互に比較するための標準
試験法を確立することが必要であろう。
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企業への期待

• 未解決の課題については、実際にこの試験装置を使ってい
ただいて装置を改良し、データを蓄積して情報交換しながら
標準試験法へ発展させていただければと考えている。

• 研究的に解決しなければならない問題が出てくれば、大学の
若手研究者と共同研究していただければ有難い。

• また、せん断力伝達を目的としてあと施工アンカーを用いて
いるのに、施工・品質管理としてせん断試験を行っていない
ことについて疑問を感じている企業、実際にあと施工アン
カーの現場でのせん断試験の要望がある企業には、試験的
にでも本せん断試験装置を使っていただき、本技術を発展さ
せることに加わって頂ければと思います。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：せん断力試験装置

• 出願番号 ：特願2017-166282

• 出願人 ：国立大学法人福井大学

株式会社 トラスト

• 発明者 ：小林克巳、谷口博司、河辺弘三
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お問い合わせ先

福井大学

産学官連携本部コーディネータ 佐治栄治

ＴＥＬ 0776－27 － 8956（本部事務室）

ＦＡＸ 0776－27 － 8955

e-mail e-saji＠u-fukui.ac.jp


