
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

  

 

 

  

   
 
 
主要資材は、大阪・東京・福岡・鹿児島の工場や拠点から現場に直送します。 

 

社会資本の長寿命化を推進 

特許出願中 



 

 

長寿命ハイブリッドアンカーは、テンドンに炭素繊維ケーブル（CF 型）を使用し、耐久性上の弱点

になりやすい頭部固定金具や受圧板を使用しません（基本）。このため数世紀の耐久性があると考え

られます。不動岩盤の深部定着部と、移動岩盤に造成した浅部定着部が、ケーブルを常時引っ張り合

います（図-1）。世紀を超えるアンカー工で課題となるリラクセーションは、炭素繊維ケーブルでは

非常に小さくなります。このため、何世紀もメンテナンスフリーで機能します。 

【本工法の特徴】 

・数世紀の耐久性があると考えられる。 

・2 箇所の定着部が引張り合うため移動岩盤にプレストレスを掛けることが出来る。 

・岩盤のトップリング崩壊対策として有効である。 

・長期間の耐久性が必要なダムサイトや岩盤地すべりに有効である。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

炭素繊維ケーブルを使用した場合（長寿命ハイブリッドアンカー CF 型）の許容荷重を表-1 に記載します。 

※ 高耐久 PC 鋼線を使用した場合（ハイブリッドアンカー PC 型）は、お問い合わせ下さい（2024 年以降の販売予定です）。 

 

断面形状 呼び名 
直径 

（㎜） 
設計周長 
(mm) 

許容荷重 
（kN） 

保証破断荷重 
（kN/） 

平均弾性係数 
（kN/㎟） 

1m 当たりの重量
（ｇ/m） 

 

1×7 7.9φ 7.9 22.0 47.6 79.3 

150 

60 

1×7 10.8φ 10.8 30.2 88.3 147.2 112 

1×7 12.5φ 12.5 34.6 115.5 192.5 146 

1×7 15.2φ 15.2 42.7 176.6 294.4 223 

1×7 17.2φ 17.2 48.7 231.0 385.0 292 

1×7 19.3φ 19.3 54.3 285.4 475.6 360 

 

 
（ 複 数

本） 

15.2φ×2本 - 85.4 353.3 588.8 446 

15.2φ×3本 - 125.6 529.9 883.2 669 

15.2φ×4本 - 141.3 706.6 1177.6 892 

19.3φ×2本 - 108.6 570.7 951.2 720 

19.3φ×3本 - 147.7 856.1 1426.8 1080 

19.3φ×4本 - 165.1 1141.4 1902.4 1440 

概 要 

図-1 適用イメージ 
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アンカー材を組み立てたテンドンの構造を図-2 に示します。テンドングリップとナットは、浅部定着部のテンドンを緊張

する際に使用するものです。基本的には、工事後に炭素繊維ケーブルを地表で切断しますが、この部分を切断せず利用して

頭部に表層崩壊防止用の金網をセットしたり、小さな受圧板を固定することも可能です。その場合は、頭部固定金具はステ

ンレス製品を使用します。 

 

 

図-2 の A-B 断面を図-3 に示します。炭素繊維ケーブルは腐食しないので、防錆のためのシースは不要です。このため、大

きな引っ張り力でも削孔径 90～115 ㎜に収まります。ただし、アンカー体周囲の地盤との周面摩擦抵抗を考慮し、大きな径

にした方が経済的な場合もあります。 

 

 

 

 

 

本工法では、岩盤にプレストレスを導入するため、3 時間で硬化する「超速硬性高強度無収縮モルタル（商品名フィルコ

ンス－パーS [製造：住友大阪セメント株式会社] ）」を使用します。練り上がり後 3 時間で、圧縮強度は 24（N/㎟）の強度が

あり、28 日強度は 45(N/㎟）以上です（図-7）。 

この材料でグラウトすると、不動岩盤の深部定着部が 3 時間で完成します。その後、（自由長部無しで）、3 時間アンカー

テンドンの緊張力を一定に管理したまま移動岩盤部分をグラウトすると、3 時間後には、2 箇所の定着部が、互いに引っ張り

合うアンカーが完成します。 

 

図-3 AB 断面図 

施工方法 

図-2 テンドン構造 
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施工手順 

①アンカーテンドン組み立て 

 アンカーテンドンには、スペーサーを 2.0ｍ間隔で取り付けます。パッカーは、グラウト材が染み出るタイプを使用しま

す。また、トップリング岩盤や地すべり岩塊では亀裂が多いため、グラウトの漏逸防止に浅部定着体にも基本的にパッカー

を使用します。グラウト注入管は 低 3 本必要です。頭部のテンドン固定ネジは、工場で製作し炭素繊維ケーブルを取り付

けた状態で出荷します。 

 

 

 

 

 

②削孔 

 削孔は、一般的なアンカー工と同じ機材を使用します。テンドンは小口径削孔でも納まりますが、地盤とのアンカー体の

周面摩擦抵抗の関係で、掘削径を大きくした方が経済的な場合もあります。 

 

③深部定着部造成（セメントに注水後 3時間で完成） 

 深部定着部の造成には、特殊セメント

（フィルコン S ス－パー）を使用します。 

配合は表-2 に示した様に水材料比で

18.0％です。練り上げは、全量の水を容

器に入れ、フィルコン S スーパーを高速

攪拌しながら徐々に投入します。グラウ

ト注入が可能な 15～30 分程度の作業時間

を確保できるか、事前に入念な試験練り

が必須です。使用環境の温度の違いで、

フィルコン S ス－パーの２つのタイプ

〔S（標準期～暑中用）・W(寒中用)〕から選定

します。また、グラウト材の硬化が早く、

作業可能な時間が短い場合は、遅延剤

（ジェットセッター）をセメントに対し

て 0.05～1.0％の範囲で添加し、グラウ

ト注入作業が可能な時間を延長できます。作業に使用した注入ポンプは、セメン

ト硬化前に洗浄する必要があります。このため、多量の注入時以外は、手動注入

ポンプが適しています。深部定着部の注入は、アンカー基準で加圧注入し、深部

パッカー充填確認管で、グラウト材の注入を確認します。 

 

④浅部定着部造成 

浅部定着部は、深部定着部のグラウト材が硬化した後（3 時間経過後）に、確認試験を実施し、その後設計荷重を架けた状

態を保ってグラウト注入します。テンドンの荷重管理は、硬化までの 3 時間は厳密に一定荷重とします。グラウト注入の仕

方は、③深部定着部造成と同じ手法です。 

 

表-2 配合例 

図-4 テンドン組み立て状況 炭素繊維ケ－ブル 3 図-5 テンドングリップとナット 

図-6 練り上げ 

図-7 経過時間と圧縮強度 資料：住友大阪セメント株式会社 
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⑤完成 

 基本的に、完成前には、炭素繊維ケーブルを地表付近で切断します。ただし、

現場状況で表層崩壊も合わせて防止したい場合は、金網（IR 被覆鉄線金網）を

頭部（図-5）に固定することも可能です。あるいは、小型の受圧板を取り付け

ることも出来ます。この場合のテンドン固定ネジとナットはステンレス製品と

します。 

 

 

 

 設計は、グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（地盤工学会）に従って設計します。ただし、下記の項目は本工法

の設計要領です。 

・受圧板が不要 

・移動層内の定着部長は 10ｍ以上も可能 

・移動層にプレストレスが掛かる 

・アンカー1本ずつの総和で算定する 

設計上ポイントとなる点について以下に記載します。 

 

・受圧板が不要 

移動岩盤内で十分な定着力が取れる岩盤では受圧板は不要です（基本）。本アンカーの適用はアンカー定着部を安全に保持

できる岩盤に限られます。 

 

・定移動層内の定着部長は 10ｍ以上も可能 

本工法の深部定着部のアンカー体長は、3ｍ以上 10ｍ以下を標準とします。一方、浅部定着部のアンカー体長については、

3ｍ以上とし、 大長さに制限を設けません。 

アンカー体長を 10ｍ以下に制限する理由として、解説図-6.4 ではアンカー体長を 10ｍ以上に長くしても極限引抜き力は、

ほとんど増加しないことを掲げています。 

アンカー体長を長くしても極限引抜き力が増加しない理由のひとつに、引張型と圧縮型のアンカーでは、アンカー体の一

部に圧縮応力が集中すると考えられています。その結果、引張型アンカーでは地表面に近いところから逐次破壊が進行し、

圧縮型アンカーではアンカー体先端から逐次破壊が起きるとされています（グランドアンカー設計・施工基準，同解説 ｐ150）。 

本工法は、テンドンを緊張した状態で

浅部定着部を造成するので、浅部定着部

の全区間において概ね均等な応力が岩盤

に作用し、逐次破壊が発生しません。し

たがって、浅部定着部のアンカー体長に

ついては、3ｍ以上とし、 大長さ制限を

設けません。深部定着部については従来

通り 3ｍ以上 10ｍ以下とします。 

 ただし、この分野の研究が進んでいな

い現在の段階では下記の制限を設けます。 

図-8 浅部定着部注入状況 

設 計 

引用：グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 （公）地盤工学
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【適用制限】 

 ①本工法の深部定着部は、岩盤ないし付着力が低下しにくい良質な地層に造成する。 

 ②本工法の浅部定着部は、岩盤ないし風化岩に適用し、崩積土には適用しない。ただし、移動層の岩盤と風化岩で設計に

必要な十分な付着力を確保でき、崩積土区間の付着力を無視できる場合は適用可能である。 

 

・アンカー1本ずつの総和で算定する 

 移動層内で定着長が異なるので、一本のアンカーの許容引張力は下記 a～cの 小値になります。 

  a 不動岩盤内定着部の許容引っ張り力 

 b 移動岩盤内定着部の許容引っ張り力 

c テンドンの許容引張力 

 主測線の各段で異なるアンカー力を合計して抑止力とします。この設計方法は、補強土工と同じです。 

既存のソフト（補強土 五大開発（株））で、算定可能です。詳細は、弊社までお問い合わせ下さい。 

 

・見掛け周長 

 炭素繊維ケーブルを単線で使用する場合の見掛け周長は、

表-1 の値です。これは、解説表-6.4 の青枠の考え方に従った

ものです。炭素繊維ケーブルが複数の場合は、赤枠の考え方

に沿って算定する必要があります。その配置は、各現場で使

用する炭素繊維ケーブルの大きさや本数、スペーサーの形状

で異なります。本工法では、K-1 スペーサーにエポキシ樹脂

塗装した製品を使用します。このため、図-3 に記載した断面

図を記載し、見掛け周長を求めたものが表-1 の値です。 

 

・許容付着応力度 

 炭素繊維ケーブル（CFCC）とグラウト材

の許容付着応力度は、附録表-6.8 の青枠の

値に該当します。 

 

・許極限引抜き力に対する安全率 

アンカー体の極限引抜き力に対する安全

率は、解説表-6.5 の青枠の値とします。テ

ンドンを緊張し、浅部定着部を形成する段

階での短時間の安全率はランク Bの 1.5 を使用します。 

許容付着応力度は、ランク B のアンカーで設計基準強度 18(N/㎟)

のセメントミルクに適用する 1.0(N/㎟)の許容付着応力度とします。

〔（実際にはセメントミルクは 24（N/㎟)以上の強度がありますが、

安全側に 1.0(N/㎟)の許容付着応力度で算定します。〕 

 すなわち、1.0(N/㎟)の許容付着応力度で、完成後の常時の場合の

2.5 で算定すれれば所定の安全率が得られます。 

・アンカー間隔 

引用：グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 （公）地盤工学
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引用：グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 （公）地盤工学

引用：グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 （公）地盤工学



パンフレット内容は、新たな知見や製品改良のために予告なく変更することがあります。設計に当たっては、下記までお問い合わせください。 

長寿補強土㈱ 住所：鹿児島市皇徳寺台 4-51-7 〒891-0103  
電話：099-275-9234 FAX：099-275-9235 e メール：er-info@bronze.ocn.ne.jp 

 アンカーの施工間隔は、施工する地盤の特性を考慮し、諸機関の指針に従って設計します。浅部で補強土工の効果を見込

む場合は、 大ピッチを 1.5ｍとします。 

 

・ライフサイクルコストの比較 

炭素繊維ケーブルは錆びることが無く、コンクリートも一般的な地中環境では安定なので非常に長期の耐久性があります。

数世紀を超えて有効に機能する可能性が考えられますが、どれ程の長期間機能するか判断できる研究成果が現在有りません。

このため、本資料では、耐久性を当面 300 年とします。これは、エポキシ樹脂塗装鉄筋を使用した橋脚が 300～500 年の供用

年数と考えられている事例もあることから、安全側の値（300 年）としたものです。 

ただし、頭部に金網を設置した場合は、高耐久性の IR 被覆鉄線金網を使用した場合で 100 年経過後に金網は交換するとし

て算定し、小型の受圧板を使用した場合もそれぞれの材質により一定の期間で交換するものとします。 

 

・アンカー設置斜面の表層崩壊対策 

表層崩壊は、地すべりが停止することにより、発生頻度が低下します。このため、岩盤地すべりであれば、表層崩壊対策

は不要と考えられます。一方、岩盤の上部に軟質な崩積土を伴い、地すべりが停止しても表層崩壊が懸念される場合があり

ます。その場合は、本工法のテンドン固定ネジを利用して、高耐久性の金網（IR 被覆鉄線金網）をアンカー頭部に固定した

り、あるいは小さな受圧板を取り付けたりする事も可能です。受圧板を用いた場合は、受圧板背面のテンドンに 4ｍ程度の

シース区間を設けることで、自由長を造成できます。 

 

 

 

 本工法で使用する機材と工事方法は、既存のアンカー工法とほとんど変わりません。このため、既存のアンカー工事の積

算手法を利用できます。ただし、テンドンを緊張しながらグラウト注入する工程など特殊な手法もあるので、表-2 のうち、

★印の箇所については、本工法に適合した積算が必要です。詳細は、弊社ホームページの「長寿命ハイブリッドアンカー積

算要領案」に記載します。資材価格は弊社にお問い合わせください。  

新形追加予告 

本工法の「炭素繊維ケーブル」を「高耐久 PC 鋼線」に替えた形式も追加する予定です。「高耐久 PC 鋼線」に替えた形式で

は、コストが従来のアンカー工法より建設段階でも低コストになります。2024 年の完成を予定しています。 

 

 

 

 

積算変更箇所 工 種 説 明 

 削孔工 従来通り 

 移設工 従来通り 

★ アンカー鋼材加工・組立，挿入工 
頭部固定ネジは工場制作する。現場ではパッカーや注入管およびスペーサーな

どの取り付けが必要である。 

★ 材料費 
特殊な「超速硬性高強度無収縮モルタル（商品名フィルコンス－パーS）」を使

用する。 

★ 注入打設 2 回実施する。また、入念なグラウト材の試験練りが必要となる。 

★ 緊張定着 浅部定着部にテンドンを緊張した状態で造成する作業が該当する。 

 品質保証試験 深部定着部を造成後に実施する。 

 頭部処理工 基本的に不要であるが、金網や小型受圧板をセットする場合は計上する。 

 泥排水処理工 従来通り 

積 算 

4

  6 


