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アンカーおよび受圧板に関する小テーマ集

（その１）
～Abstract～

17-1：アンカーの締め付けおよび引き止め機能について

アンカーに期待する機能として「締め付け機能」と「引き止め機能」とがある。各
基準や指針において、これらに関する経緯と背景についてまとめ、考察を加えた。

17-2：アンカーの初期緊張力について
　　アンカーに与える初期緊張力については、期待する機能により異なるものと考えら
れるが、明確に定められていない。このため、どの程度の初期緊張力を与えるべき
であるかについて、事例を交えながら考察した。

17-3：アンカーの自由長について

　　アンカー工において、定着層が深い場合や打設角度に対して傾斜する場合において
は、アンカーの自由長が上下で変化する。ここでは、破砕帯を定着層とした場合の
事例をもとに、アンカーの自由長に関する考え方をまとめ、余裕長についても考察
を加えた。

17-4：ＰＣ受圧板の採用について

　　抑止工に用いるアンカーの支承として採用されるＰＣ受圧板について、アンカー工
法との組み合わせにおける問題点と採用の考え方をまとめた。

17-5：吹付法枠工の端部張出しについて
　　吹付法枠工の交点にロックボルトを配置する場合、上下や左右の端部について、通
常は張出梁の検討を行わない。ただし、設計時と施工時の法枠の形状は同じである
ことは希であり、当初の本数を施工すると、端部が張り出しの形状となる場合があ
る。ここでは、この程度までは計算上でも安定するという施工時の目安を示した。
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＜VOL.17-1＞

アンカーの締め付け機能と引き止め機能について

1. 背景

斜面の抑止工としてグラウンドアンカー工を採用する場合に、その機能として「締め付

け機能」と「引き止め機能」とがある。以前はそのうちどちらか一方の機能のみを考慮す

る設計が多かったが、近年両機能を考慮することが多くなった。ここでは、設計に関する

基準の経緯などを踏まえて考察を行う。

2.両機能について
図-1 締め付け機能を期待する場合(道路土工より)
図-2 引き止め機能を期待する場合(道路土工より)
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3.文献に見る両機能の評価

①「道路土工-のり面工・斜面安定工指針：（社）日本道路協会,S61.11」P214によると、以

下の記述がある。

『……ところで、のり面・斜面を安定させるための永久構造物としてのアンカー工の設計

においては、締め付け締め付け締め付け締め付け・引き止めの２つの機能が同時に発揮されるかどうか明らかでない・引き止めの２つの機能が同時に発揮されるかどうか明らかでない・引き止めの２つの機能が同時に発揮されるかどうか明らかでない・引き止めの２つの機能が同時に発揮されるかどうか明らかでない

ため、現状では安全側を考えてどちらか一方の機能のみため、現状では安全側を考えてどちらか一方の機能のみため、現状では安全側を考えてどちらか一方の機能のみため、現状では安全側を考えてどちらか一方の機能のみを重点的に考慮し具体的な設計に

反映させることが多い。……』

↓↓↓↓
①’「道路土工-のり面工・斜面安定工指針：（社）日本道路協会,H11.3、」P268 では上記①

の記述から考え方を変えており、以下のようになっている。

『……ところで、のり面・斜面を安定させるためのグラウンドアンカー工の設計において

は、上記２つ上記２つ上記２つ上記２つ（締め付け（締め付け（締め付け（締め付け・引き止め）の機能が同時に発揮されると考えた式を一般に用い・引き止め）の機能が同時に発揮されると考えた式を一般に用い・引き止め）の機能が同時に発揮されると考えた式を一般に用い・引き止め）の機能が同時に発揮されると考えた式を一般に用い

るるるる。ただし、状況によってはどちらか一方の機能のみを重点的に考慮し具体的な設計に反

映させることが多い。……』

②「のり枠工の設計・施工指針：（社）全国特定法面保護協会,H7.10」によると、設計例の

中に以下の記述がある。

『……必要抑止力Ｐrの算出にあたっては、アンカーの打設角度、すべり面付近の土塊の力

学的性質、などの技術的検討や経済性などを総合的に検討し、そのどちらか（引き止め機

能・締め付け機能）を無視する場合もあり得る。ここでは、アンカーの打設角度、地盤条アンカーの打設角度、地盤条アンカーの打設角度、地盤条アンカーの打設角度、地盤条

件を総合的に検討して、両者の抵抗成分を考慮することとした件を総合的に検討して、両者の抵抗成分を考慮することとした件を総合的に検討して、両者の抵抗成分を考慮することとした件を総合的に検討して、両者の抵抗成分を考慮することとした。……』

③ 日本道路公団「グラウンドアンカー工設計指針,H4.11」

『……一般に、アンカーの効果の取り扱いには、種々の考え方があるが、本基準ではアンアンカーの効果の取り扱いには、種々の考え方があるが、本基準ではアンアンカーの効果の取り扱いには、種々の考え方があるが、本基準ではアンアンカーの効果の取り扱いには、種々の考え方があるが、本基準ではアン

カーの効果として引き止め効果と締め付け効果の和と考えるものとするカーの効果として引き止め効果と締め付け効果の和と考えるものとするカーの効果として引き止め効果と締め付け効果の和と考えるものとするカーの効果として引き止め効果と締め付け効果の和と考えるものとする。……』

④フリーフレーム協会「フリーフレーム工法設計施工の手引き、H5.9」では、設計事例（２

ケース）の中で以下のように扱っている。

『……安全側を考慮してどちらか一方の機能のみとする。安全側を考慮してどちらか一方の機能のみとする。安全側を考慮してどちらか一方の機能のみとする。安全側を考慮してどちらか一方の機能のみとする。……』

↓↓↓↓
④’フリーフレーム協会「フリーフレーム工法設計施工の手引き、H7.12」では、④と同じ内

容のケースで考え方を変えており、以下のとおりとしている。

『……ここでは締め付け機能と引き止め機能の両者が有効と考える。ここでは締め付け機能と引き止め機能の両者が有効と考える。ここでは締め付け機能と引き止め機能の両者が有効と考える。ここでは締め付け機能と引き止め機能の両者が有効と考える。……』
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　以上のことから、平成５年以前では「どちらかの機能のみ」としていたことが主流であ

ったが、①～④のいずれにおいても現在は「両方の機能を見る」ことを基本としている。

　これは、以下の理由により変更されたものと考える。

・以前より両方の機能を考慮することは提案されていたが、どのような場合にも片方の機

　能しか考慮しないあまりに、不経済な対策工となった（片方の機能のみを期待する場合、

必要引張力と設計アンカー力とに大きな差が生じるため、特に吹付法枠などと併用する

ときには、実際には 10t 程度しか引っ張れない、といったアンカー鋼材と受圧板との間

のアンバランスが生じる）。

・両方の機能を考慮して施工されたアンカー工は現在も健全であり、機能の評価による対

　策工の破壊などが生じていないことから施工実積により両機能を考慮しても差し支えな

いことなった。

　一方、すべての場合に両機能を評価するかについては、各指針には「場合により判断す

る」としている。この「場合」は、以下の条件で使い分けるべきと考える。

・ すべり面の傾斜角度とアンカーの打設角度が極端であるか：90゜に近ければ締め付け、

鋭角であれば引き止め機能による効果が高いことはかねてより示されていたが、現実に

はこのような極端な場合は少ない。このため中庸の場合であれば両機能を考慮すること

は経済的である。

・ 現在滑動しているすべりであるかどうか：滑動している土塊にプレストレスを 100％与え

ると、地山を締め付けるあまりに、定着部に不測の応力集中が生じ、計算値より大きな

荷重が土塊に作用し、一方では受働破壊や中抜けなどの現象が発生する可能性がある。

→滑動している地すべりに対しては、引き止め機能を期待し、プレストレスを小さくす

る方がよい。
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4.事例

　必要抑止力Ｐrは、アンカーの引き止め機能と締め付け機能の両方を見込むと、次式のよ

うになる。

        Ｐr：必要抑止力(t/m)

　　　   Ｐ ：必要引張力(t/m)

        β：ｱﾝｶｰとすべり面との交差角(゜)

        φ：すべり面の内部摩擦角(゜)

      

      

      

　いま

β=35

Ｐ　=4

　　＝

　　＝

　アン

カー１

Ｐo＝Ｐ

　 ＝4

　 ＝3
                                       　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ｐr ＝Ｐ・sinβ・tanφ+Ｐ・cosβ　…(1)

↓

Ｐ  ＝　　　  　Ｐr　　　　　　   …(2)

        sinβ・tanφ + cosβ
　　　　　       ↑            ↑
              締め付け      引き止め
                                         

モデル図

Ｐr=40.00t/m、アンカー傾角α=35゜、すべり面の勾配θ=35゜、φ=30゜とすると、

゜+35゜=70゜となり、設計アンカー力は以下のようになる。

0.00／(sin70゜*tan30゜+cos70゜)

40.00／0.885

45.20t/m

カーの横方向ピッチは 3ｍとし、１断面あたりのアンカー配置は４段とすると、アン

本あたりの設計アンカー力Ｐoは以下のようになる。

×Ｌx／ｎ

5.20*3.0／4

3.9(t/本)

Ｌx：横方向アンカーピッチ(m)

ｎ ：１断面あたりアンカー段数(段)

θθθθ

ααααす べ り 面す べ り 面す べ り 面す べ り 面

ｱ ﾝ ｶ ｰｱ ﾝ ｶ ｰｱ ﾝ ｶ ｰｱ ﾝ ｶ ｰ 方 向方 向方 向方 向

締 め 付 け締 め 付 け締 め 付 け締 め 付 け 機 能機 能機 能機 能

引 き 止 め引 き 止 め引 き 止 め引 き 止 め 機 能機 能機 能機 能

Ｐ ・ s i n ( α ＋ θ )

P・ c o s (α +θ )

引 張 力引 張 力引 張 力引 張 力 ＰＰＰＰ す べ り 面す べ り 面す べ り 面す べ り 面 角 度角 度角 度角 度

ア ン カ ーア ン カ ーア ン カ ーア ン カ ー 打 設打 設打 設打 設 角 度角 度角 度角 度
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＜参考＞

i)引き止め機能によるアンカー力：引き止め機能のみとした場合

Ｐ =40.00／cos70゜

　 =40.00／0.342※

　 =116.96(t/m)

Ｐo=116.96*3.0／4

   =87.72(t/本)

ii)締め付け機能によるアンカー力：締め付け機能のみとした場合

Ｐ =40.00／(sin70゜*tan30゜)

　 =40.00／0.543※

　 =73.73(t/m)

Ｐo=73.73*3.0／4

   =55.30(t/本)

※ 0.342および 0.543は引き止め、締め付けアンカーに関する分力係数である。どちらか

　が小さくなると反対側は大きくなる。この係数の大きな方の機能が優勢である。

上記より、締め付け機能の方が効果的であることがわかる。しかしながら、締め付け機能

のみとした場合では、アンカー１本あたり 55t 以上のプレストレスをかけることとなるた

め、結果的に受圧盤が大きくなる。

＜結論＞

　平成５年以前では、片方の機能しか考慮しないことが主流であったが、現在はいずれの平成５年以前では、片方の機能しか考慮しないことが主流であったが、現在はいずれの平成５年以前では、片方の機能しか考慮しないことが主流であったが、現在はいずれの平成５年以前では、片方の機能しか考慮しないことが主流であったが、現在はいずれの

基準においても両方の機能を考慮することを前提としている。施工後の実積も踏まえ、こ基準においても両方の機能を考慮することを前提としている。施工後の実積も踏まえ、こ基準においても両方の機能を考慮することを前提としている。施工後の実積も踏まえ、こ基準においても両方の機能を考慮することを前提としている。施工後の実積も踏まえ、こ

れらの基準に示される例外れらの基準に示される例外れらの基準に示される例外れらの基準に示される例外（片方の機能しか考慮しない条件）に該当しない場合は、両方（片方の機能しか考慮しない条件）に該当しない場合は、両方（片方の機能しか考慮しない条件）に該当しない場合は、両方（片方の機能しか考慮しない条件）に該当しない場合は、両方

の機能を考慮しても問題ないと考える。の機能を考慮しても問題ないと考える。の機能を考慮しても問題ないと考える。の機能を考慮しても問題ないと考える。
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＜VOL.17-2＞

アンカーの初期緊張力（プレストレス）について

1.背景

アンカーには、「締め付け機能」と「引き止め機能」の二つの機能があり、すべり面に直

角な力と平行な力に分けられる。

特に「締め付け機能」については、すべり面の摩擦抵抗を増加させることにより積極的

に滑動を防止するものである。このため、同機能を求めるためには施工時に 100％のプレス

トレスを与えてやるのが望ましい。ただし、締め付け機能のみを期待するアンカーは希で

あり、通常は両方の機能を期待する。

ここでは、アンカーにおけるプレストレスの導入について、その目的や効果などをまと

め、事例を含めて検討する。

2.プレストレスの導入

2.1プレストレス力の働き

　プレストレスによる効果は、次の２点が大きい。

① アンカーテンドンにあらかじめ緊張力を与えることによって、地山にプレストレスを発

生させ、これをすべり面に垂直応力として作用させることをによって、締め付け効果を

発揮させる。

② テンドンの伸び量をあらかじめ抑制することによって、地山が不安定化したときの地山

　の変位量を小さくすることができる。このことは、構造物の変位を小さくするとともに、

　外力が一部のアンカーに集中することを防ぐ働きがある。

2.2プレストレスの大きさ

　一般に、アンカーの引き止め効果を重視した待ち受けアンカーにおいては、設計アンカ

ー力を割り引いた値でプレストレス力を設定し、初期緊張力を求めることが多いが、プレ

ストレスを何％とするかについては定説がない。

　地すべり等に対するアンカーの抑止効果については、引き止め、締め付けアンカーの両

方において、プレストレスが作用している場合に有効に働く。プレストレス力は地すべ土

塊が変位することによっても大きくなることから、当初からあまり大きなプレストレスを

かけなくてもよい場合もある。
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　しかし、すべり面での変位によってテンドンにせん断力や曲げ応力が作用すると、テン

ドンの引張強度が低下する可能性がある。また各アンカーの自由長に大きな差がある場合

に地山が変位すると、自由長の短いアンカーに荷重が集中する可能性があるので、斜面の

安定計算において地盤が変位しない程度のプレストレス力を与えることが必要である。

　また、設計において締め付け効果を見込んでいる場合には、すべり面の変位によって、

内部摩擦角が低下するなどの影響が生じないよう、初期緊張力の設定と緊張力の管理を適

切に行う必要がある。定着直後は、受圧板の地盤へのくい込み、鋼材のリラクゼーション、

鋼線のなじみ、アンカー体定着部のクリープ等により緊張力が急速に低下し、その後低下

量が小さくなるという荷重変動を見せるが、この低下分を緊張時に見込んでおく必要があ

る。初期緊張力の設定方法としては、あらかじめ低下量を予測してテンドン降伏荷重内で

過緊張としておく方法、あるいは概ね数週間から数ヶ月以降になると荷重が落ち着いてく

るので、適当な時期に再緊張を行う方法などが考えられる。

3.事例

　今回計画するアンカーは、締め付けおよび引き止めの両方の機能を期待するものである。

＜資料-1＞にて示されたように、今回のアンカーは、引き止め機能よりもむしろ締め付け機

能の方が効果的である（締め付けの係数の方が大きいので効果的である）。

したがって、100％
の引張力を与えた方

　が効果的であるが、

プレストレス導入直

後は地盤の変形など

の発生する可能性が

高いこと、および地

表面は崩積土が分布

していること(Ph-1)

などの理由から、過

度のプレストレス導

入は避けるものとし

                                                た。

  

  　  Ph-1　法面の正面写真（最下段にアンカー設置予定）
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が現

は確
図-1　対策工計画断面図

（法面中央部には PCフレーム、その両側には吹付法枠）

こで、どの程度のプレストレスを導入するかどうかについては、以下のように考えた。

ンカーの自由長に差違がある（上段と下段で）ため、大きなプレストレスを導入する

、下段のアンカーに応力が集中するため好ましくない。

体の計画安全率（1.20）のうち 1.05を確保するだけの抑止力をプレストレスとして導

する。※

画安全率はその事業や保全対象の重要度などから決定されるべきもので一義的に決め

ないが、一般的には 1.15～1.20である。しかし工事中は「段階的な」ものであり、ま

常降雨時は「異常時」であり、この条件下で 1.15～1.20を確保する必要はないと考え

る。しかし工事中の安全を確保するためにも、また地下水が最高水位に達しても変状

れないようにするためには、確実に 1.0 を上回っている必要があり、少なくとも 1.05

保しておいた方がよい。
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いま、斜面全体の必要抑止力を、計画安全率 PFs=1.2の場合に Pr=40.00t/mとする。こ

のとき、アンカー１本あたりの設計アンカー力は、Po=33.90t／本となった。

施工時の安全率を Fs’=1.05とすると、施工時の必要抑止力 Pr’は Pr’=24.80t/mとなった。

　アンカーとすべり面との交差角βを 70゜、すべり面の内部摩擦角φを 30゜とすると、

奥行き１ｍあたりの有効プレストレスは、

Ｐ’  =Ｐr’／（cos70゜+sin70゜*tan30゜）

　  ＝24.80／0.885

＝28.02t/m

アンカーの横方向の間隔を３ｍとすると、

アンカー１本あたりのプレストレスは、

Ｐo’=Ｐ’*Lx／ｎ

   =28.02*3.0／4

   =21.01t/21.01t/21.01t/21.01t/本本本本　　………　全設計アンカー力　　………　全設計アンカー力　　………　全設計アンカー力　　………　全設計アンカー力（（（（PoPoPoPo）の）の）の）の 62626262％％％％
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アンカーの自由長について

　斜面にアンカーを配置する場合、定着層の出現度合いによっては、下図のようにアンカ

ーの自由長が上下で大きく変化することとなる。上部のアンカーが下部に比して相当長い

場合には以下のような懸念事項が考えられる。

① 上部アンカーが不経済となる可能性がある

② 地すべりの推力が発生した場合に、自由長の長いアンカーよりも自由長の短いアンカー

の方に大きな負担がかかる（変位量が異なるため）可能性がある。

このような懸案事項については、

・上部アンカー（破砕帯部）の定着地盤を脆弱な破砕帯にとることで全アンカー長を短く

する

・変位量を上部と下部で同じ程度とすることにより実際にかかる引張力の均質化を図る

　

などの方策が考えられる。

 ここでは、下図のような事例断面をもとに上記について検討する。
図-1事例断面(STA.57+80)における現計画
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１．定着層を上部のＤ２層（緑色に着色した部分：脆弱な破砕帯）にとった場合

　アンカー１本あたりの設計アンカー力は、今 Po=59.83tf/本とする。この数値を用いてＤ

２層における定着長を算出した結果、削孔径φ135mmで定着長 La=21m、削孔径φ146mm

で La=19.5mとなる（定着層の付着強度τa=2.5kgf/c㎡：Ｎ値 20相当）。

ここで、アンカーの定着長が 10ｍを越える場合には極限引抜力は等比で増加しないことが

知られている。このため、10ｍまでの定着長でアンカー力設計することとなる。このとき、

アンカーの打設配置を密にする（アンカーの本数を増やす）こととなるため、かえって不

経済となる。

図-2定着層をＤ２層にとった場合（計算上は定着長が 21ｍ必要となる）

２．アンカーにかかる荷重を均一化する

　一般に複数のアンカーにおいて、アンカーの自由長が大きく違うと、変位の発生量が異

なるため、荷重のかかりかたが異なる場合がある。アンカーの変位は、引張力を受けると

発生するが、その長さにより変位量は変わる。

　アンカー自由長の変位量は、一般に次式で示される。
Ｔ・Ｌfs

ｕ＝　　　　　　　　　　…………(1)
　　        Ａs・Ｅs
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ｕ：変位量

Ｔ：アンカー引張力

Ｌfs：自由長

Ａs：引張材断面積

Ｅs：テンドンの弾性係数

(1)式を見ると、自由長が変わる場合にアンカーの変位量を同程度とするには、アンカー

の配置や材質を変化させなければ、断面積に支配されることがわかる。すなわち自由長と

断面積とは比例の関係にあり、自由長が２倍になるとき、変位量を同じにするためには、

断面積も２倍にする必要がある。

今、図-1断面において試算した結果では、下部アンカーの自由長が平均 8.5ｍであるのに

対し、上部では 22ｍとなり、その比は約 2.6倍である。

　上述したように変位量を同じくらいにするためには単純に断面積を 2.6 倍にする必要が

ある。ここで現計画のテンドン(KM5-8)の断面積は 789.7mm2となっているが、KL6-10と

いうアンカーの最大規格でも 1387.0mm2で約 1.8倍と上記の比を満足しえない。

したがって、変位を同程度とする考えは設計アンカー力を小さくしない限り（テンドン

の小さい規格を使用する→アンカーの配置を密にする以外）は計算上困難であることがわ

かる。

３．アンカー定着余長について

　グラウンドアンカーを計画する場合、既存調査で確認された定着層に基づいて定着位置

を設定するが、調査の精度によって予定した場所で定着層が確認されない場合がある。

調査の精度を向上して密に地盤状況を把握したとしても、実際の工事の際には定着基盤が

予定より深部にあることもしばしばある。このため、アンカーの定着基盤と推定された位

置からある程度の余裕をとって計画することがよく行われる。

　今回計画しているアンカーは、ＫＴＢアンカーとしているが、これは安価であることに

加えて、施工時のアンカー長の変更にも速やかに対応できることも視野に入れている。

つまり施工時の大きな手戻りがないようなアンカーを選択しているわけである。

　

グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説：地盤工学会によると、アンカー自由長の

とりかたの一例として、海外基準を紹介している。これを見ると、岩盤や土砂に打設する

アンカーの場合には、すべり面の位置から 1.5ｍ以上長くする検討が紹介されている（次図）。
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　今回の場合には、

が 100ｍオーダーで

界（Ｄ１層とＤ２層
図-3　海外基準におけるアンカーの自由長

すべり面の精度もさることながら、道路に斜交する破砕帯の分布状況

しか確認されていないことを考慮すると、すべり面のみならず、地層境

との境界）も余裕を持った設計を行うことが望ましいと考える。
図-4　アンカー定着部の余裕長(1.5m)
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ＰＣ受圧板について

　アンカー工の受圧板としては、吹付法枠工や、独立受圧板、さらにはコンクリート板な

どが用いられる。道路の法面に用いられる受圧板としては、施工性や経済性などの理由か

ら、近年独立受圧板が多く用いられるようになった。これはﾌﾟﾚｷｬｽﾄ化・プレハブ化を図る

ことにより、経済性・施工性能を高めることを目的としたものである。

　ここで、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板については、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製（ＰＣ）の受圧板と、メタル受圧

板、さらには近年開発されたＦＲＰ受圧板、複合繊維受圧板などがある。メタル受圧板や

ＦＲＰ受圧板、複合繊維受圧板は、軽量であることが有利であるが、長期的な腐食の問題

や施工実積などに乏しいことと、アンカーのような大きな引張力が作用する場合では長期

的な安定度が指摘されるため、特殊条件でない限りは採用されにくいのが現状である。

　ＰＣ受圧板については、ＰＣフレーム協会の「ＰＣフレーム工（資料参照）」が実積も多

く、これまでほぼ独占的に採用されてきた。

本工法の起源は昭和 56(1981)年 12月と古く、これまでに多くの実積を有している（これ

までに 500件余り）。

ただし、この受圧板に用いるアンカー工法は、近年「ＫＴＢアンカー」に限定されたた

め、以降は他のアンカーが採用されたケースは全くない。

　本来、アンカーや受圧板などは、複数のメーカーから選定されるべきであるが、ＰＣ受

圧板においては、寡占状態にあったことから、特殊な工法とされてきた。

　受圧板に併行して施工される法面アンカーの協会は、決して上記の「ＫＴＢアンカー」

のみではなく、実積の多いところでは、ＶＳＬアンカー、ＳＥＥＥアンカー、ＥＧＳアン

カー、フロテックアンカーなどがある。これらのアンカーは、上記のような制約があるた

め、ＰＣ受圧板には採用されていない。

　

そこで、平成 11年 2月に「ＰＵＣ受圧板工法：斜面受圧板協会」が発足し、ＫＴＢアン

カー以外の上記のアンカーも施工できるものとなった。「ＰＵＣ受圧板工法」は、「ＰＣフ

レーム」と機能はほとんど同じであり、規格やタイプとしてもほぼ同様のものとなってい

る。

ここで、ようやくＰＣ受圧板とアンカー工法との組み合わせが可能となり、工法に制約

を受けない検討を行える状態になったといえる。
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　つぎに受圧板の経済性に着目すると、別紙資料に示すように、「ＰＣフレーム工法」と「Ｐ

ＵＣ受圧板工法」との協会の見積もりでは、後者の方が若干安値となっている。ただしこ

れは実勢価格ではないため、この状態で比較すると後発の工法になればなるほど安価にな

ることは自明である（同じ機能を有する工法で、後発のものが高いなどというものはあり

得ないため）ことから、先に開発した工法は使用されない、といった不条理が発生しかね

ない。

実勢価格となれば、両者はほぼ同値と考えられるため、この種の比較は意味をなさなく実勢価格となれば、両者はほぼ同値と考えられるため、この種の比較は意味をなさなく実勢価格となれば、両者はほぼ同値と考えられるため、この種の比較は意味をなさなく実勢価格となれば、両者はほぼ同値と考えられるため、この種の比較は意味をなさなく

なり、加えて客観的な評価とは言えずなり、加えて客観的な評価とは言えずなり、加えて客観的な評価とは言えずなり、加えて客観的な評価とは言えず、結果的に高いとされた協会からクレームを受ける

可能性がある。

したがって、設計サイド設計サイド設計サイド設計サイド（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ側）で判断することは、吹付法枠かﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板の（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ側）で判断することは、吹付法枠かﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板の（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ側）で判断することは、吹付法枠かﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板の（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ側）で判断することは、吹付法枠かﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板の

どちらが有利であるかどちらが有利であるかどちらが有利であるかどちらが有利であるか（施工性、経済性など）、またﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板では、ＰＣ受圧板かメ（施工性、経済性など）、またﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板では、ＰＣ受圧板かメ（施工性、経済性など）、またﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板では、ＰＣ受圧板かメ（施工性、経済性など）、またﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板では、ＰＣ受圧板かメ

タル受圧板かタル受圧板かタル受圧板かタル受圧板か（搬入性、施工性）にとどまるべきであり、ＰＣ受圧板のうちのどれにする（搬入性、施工性）にとどまるべきであり、ＰＣ受圧板のうちのどれにする（搬入性、施工性）にとどまるべきであり、ＰＣ受圧板のうちのどれにする（搬入性、施工性）にとどまるべきであり、ＰＣ受圧板のうちのどれにする

かについてはアンカー工との版権の問題があるため、それ以上は踏み込めないのが現状でかについてはアンカー工との版権の問題があるため、それ以上は踏み込めないのが現状でかについてはアンカー工との版権の問題があるため、それ以上は踏み込めないのが現状でかについてはアンカー工との版権の問題があるため、それ以上は踏み込めないのが現状で

ある。ある。ある。ある。

つまり、「相当品」扱いが妥当な検討であると考える。

ただ、公表されている価格による比較資料を「参考資料」として提出することは行えるも

のと考える。

この種の検討はＰＣ受圧板にとどまらず、アンカー工法でも言えることである。

【結論】

・これまで「ＰＣフレーム」のみの寡占状態にあったＰＣ受圧板は、「ＰＵＣ受圧板」の登

場により比較できるようになった。ただし、このことはアンカーと受圧板との組み合わ

せが複数可能となったことにより、その山に適したアンカーと受圧板の組み合わせを選

ぶことができるようになった程度であり、そもそも絶対的な比較はコンサルサイドでは

困難であることには変わりない。

・ＰＣ受圧板の中での比較はメーカーや協会の公表価格に基づいた参考資料を作成するが、

同じ機能を有し、特化した項目がなければ、実勢価格が不明な状態では優劣をつけるの

は困難である。
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吹付法枠工の端部張出について
1.問題点
　吹付法枠工を支承として鉄筋挿入工を打設する場合、構造検討時には端部の張出長を考

慮しない場合が多い。

　一方、施工時には水平垂直方向に梁を施工することとなるため、法枠施工範囲が傾斜す

る場合などには下図のように端部に張出が発生することとなる。

　　　　　　図-1 設計時の配置　　　　　　　　　　　

　図-2 のような場合、黒で塗りつぶしたロックボ

点と近づくため、必要以上の打設本数となる。ま

設定されているため、むりやり打設している例も

　このとき、図-2に示されるＸ(エックス：張出許

り張出長が長くなるとアンカーを打設し、逆に短

を行うことができ、効果的な対策となると考える

2.モデルの設定
　最も単純な以下のモデルで考える。

中央部の梁と張出梁との発生モーメントが等しく

えない）ときの張出長は以下ケースにより変わる

　　　　＜結論＞　　　　　　　　　　　　　　

①単純梁と片持梁　……………………………….０

②連続梁（３径間以上）と片持梁　…………….０

③単径間張出梁　………………………………….０
　　　　　　　　　図-2 施工時の配置

ルトは、配置上の理由により隣接する交

た設計上は断面あたりのアンカー本数が

少なくない。

容長さ)を設定することにより、その値よ

い場合は断面上部に移設するなどの措置

。

なる（張出部のモーメントが中央部を越

。

　　Ｘ

．５０×Ｌ

．４７×Ｌ

．３５×Ｌ　→　 min
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　　　　　　　　　　　　片持梁　　　　　　　　　　　　　　単純梁

　　　　　　　　　　　　　　　　　図-3 ①単純梁と片持梁

　　　　　　　　　　　　片持梁　　　　　　　　　　　　　　　連続梁

　　　　　　　　　　　　　　　　　図-4 ②連続梁と片持梁

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　図-5 ③単径間張出梁
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3.計算結果

　①単純梁と片持梁　①単純梁と片持梁　①単純梁と片持梁　①単純梁と片持梁

梁に作用する曲げモーメントはそれぞれ　ＭA＝1／2*Ｗ*X2　、MB＝1／8*W*L2　となる。

MA＝MBなので

X2 ＝(2／8) *L2

∴　X ＝1／2*Ｌ＝0.5*L

　②連続梁と片持梁　②連続梁と片持梁　②連続梁と片持梁　②連続梁と片持梁

梁に作用する曲げモーメントはそれぞれ　ＭA＝1／2*Ｗ*X2　、MB＝1／9*W*L2　となる。

MA＝MBなので

X2 ＝(2／9) *L2

∴　X ＝(2／9)1/2*Ｌ＝0.47*L

　③単径間張出梁　③単径間張出梁　③単径間張出梁　③単径間張出梁

梁に作用する曲げモーメントはそれぞれ　ＭA＝1／2*Ｗ*X2　、MB＝1／8*W*(L2–4*X2)と

なる。

MA＝MBなので

X2 ＝(2／8) *L2

∴　X ＝(1／8)1/2*Ｌ＝0.35*L
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