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1-1 背景と目的

あと施工アンカーの法的位置づけとしては，平 13 国交告第 1024 号(特殊な許容応力度及び特殊な材

料強度を定める件)を一部改正した平 18 国交告第 314 号により，引張りおよびせん断の短期許容応力

度と材料強度は，国土交通大臣が指定する値とされている。また，技術的助言として出された「あと

施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」では，耐震改修促進法によらず，建築基準法への適合

が必要とされる補強工事において，柱・梁架構内への耐震補強の鉄筋コンクリート増設壁や鉄骨ブレ

ース設置補強に対する適用を認め，短期許容引張力，短期許容せん断力およびこれらの材料強度につ

いてのみ規定されているが，これを上記補強工事以外に適用するための条件は整備されていない。

これに対して，平成 20 年度から 3 年間に亘って行われた，建築基準整備促進事業「あと施工アンカ

ーの長期許容応力度に関する検討調査」1.1)～1.9)において，カプセル方式の接着系あと施工アンカーの

引張クリープ実験，せん断クリープ実験およびへりあきの影響を検討するための FEM 解析が行われ，

長期許容応力度の提案，長期応力に対する設計方針とその留意点および長期載荷試験法について検討

されている。また，近年，スラブなどの長期応力を負担する部材にあと施工アンカーを使用するため

の材料・構造実験および解析的検討 1.10)～1.14)が行われ，基礎的な知見が蓄積されつつある。しかしな

がら，あと施工アンカーを用いた部材の材料・構造性能およびその確認方法に関する知見は，まだ，

十分に得られていない。

このような状況のもと，耐震補強の目的以外にも，たとえば大規模改修などにおいて耐力壁に開口

を新設する際の端部補強筋などの短期応力を負担する部材への接着系あと施工アンカーの使用拡大お

よびスラブなどの長期応力下における部材への接着系あと施工アンカーの適用が望まれている。

そこで本課題では，接着系あと施工アンカー単体の試験および接着系あと施工アンカーを用いた部

材の材料・構造実験を実施することにより，接着系あと施工アンカーの適用条件の整備および接着系

あと施工アンカーを用いた構造部材の構造性能の確認方法の提案を行うことを目的としている。

本課題は主としては，国土交通省の建築基準整備促進事業「あと施工アンカーを用いた部材の構造

性能確認方法に関する検討（平成 27 年度～29 年度）」において，株式会社東京ソイルリサーチ，芝浦

工業大学とともに共同研究として行ったものである。

1-2 課題とその概要

以下に、本課題の主な検討概要を示す。

(1) 接着系あと施工アンカーの適用条件及び許容応力度の確認方法に関する検討

せん断応力(短期・長期)及び引張応力(短期・長期)下において，接着系あと施工アンカーを使

用することが可能な適用条件を整備する。また，接着系あと施工アンカーのせん断試験及び引張

試験等を実施し，各許容応力度を確認するための試験方法を整備する。

(2) 接着系あと施工アンカーを用いた部材の構造性能確認方法に関する検討

接着系あと施工アンカーがせん断応力(長期)及び引張応力(短期・長期)を負担する部材につい

て構造実験等を行い，接着系あと施工アンカーを用いた構造部材の構造性能の確認方法を整備す

る。

(3) 接着系あと施工アンカーの施工品質管理に関する検討

施工条件を変動因子とした接着系あと施工アンカーの短期引張およびせん断試験により，適切

な施工品質管理の方法を検討し整備する。
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1-3 研究体制

本課題では委員会を設置し，接着系あと施工アンカー単体や部材性能に関する検討内容を審議し，

材料強度や許容応力度の指定に必要な情報，部材の設計・施工に必要な情報を取りまとめている。表

1.3.1～1.3.4 に委員会およびワーキングの体制表を示す。なお，所属は当時のものである。

表 1.3.1 全体委員会体制 (◆：建築基準整備促進事業者)

表 1.3.2 使用基準・指針策定 WG 体制(◆：建築基準整備促進事業者)

委員長 塩原　等 東京大学大学院

幹事 井上　芳生 INO建築構造研究室

委員 ◆秋山　友昭 東京ソイルリサーチ 福山　洋 国土技術政策総合研究所

◆隈澤　文俊 芝浦工業大学 諏訪田　晴彦 国土技術政策総合研究所

◆濱崎　仁 芝浦工業大学 土屋　直子 国土技術政策総合研究所

桝田　佳寛 宇都宮大学 井上　波彦 建築研究所　構造研究G

香取　慶一 東洋大学 向井　智久 建築研究所　構造研究G

楠　浩一 東京大学 田沼　毅彦 建築研究所　構造研究G

杉本　訓祥 横浜国立大学大学院 中村　聡宏 建築研究所　構造研究G

中野　克彦 千葉工業大学 棚野　博之 建築研究所　材料研究G

伊藤　嘉則 建材試験センター 宮内　博之 建築研究所　材料研究G

細川　洋治 細川建築構造研究室 松沢　晃一 建築研究所　材料研究G

渡辺　一弘 都市再生機構

主査 井上　芳生 INO建築構造研究室

幹事 ◆秋山　友昭 東京ソイルリサーチ

委員 ◆隈澤　文俊 芝浦工業大学 福山　洋 国土技術政策総合研究所

◆濱崎　仁 芝浦工業大学 諏訪田　晴彦 国土技術政策総合研究所

香取　慶一 東洋大学 井上　波彦 建築研究所　構造研究G

杉本　訓祥 横浜国立大学大学院 向井　智久 建築研究所　構造研究G

中野　克彦 千葉工業大学 田沼　毅彦 建築研究所　構造研究G

伊藤　嘉則 建材試験センター 棚野　博之 建築研究所　材料研究G

細川　洋治 細川建築構造研究室 松沢　晃一 建築研究所　材料研究G

渡辺　一弘 都市再生機構
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表 1.3.3 性能判定基準・材料施工 WG 体制(◆：建築基準整備促進事業者)

表 1.3.4 スラブ試験 WG 体制 (◆：建築基準整備促進事業者)

主査 桝田　佳寛 宇都宮大学

幹事 ◆濱崎　仁 芝浦工業大学

委員 ◆秋山　友昭 東京ソイルリサーチ 福山　洋 国土技術政策総合研究所

中野　克彦 千葉工業大学 土屋　直子 国土技術政策総合研究所

井上　芳生 INO建築構造研究室 向井　智久 建築研究所　構造研究G

伊藤　嘉則 建材試験センター 田沼　毅彦 建築研究所　構造研究G

細川　洋治 細川建築構造研究室 中村　聡宏 建築研究所　構造研究G

渡辺　一弘 都市再生機構 棚野　博之 建築研究所　材料研究G

宮内　博之 建築研究所　材料研究G

松沢　晃一 建築研究所　材料研究G

主査 ◆隈澤　文俊 芝浦工業大学

幹事 井上　芳生 INO建築構造研究室

委員 ◆秋山　友昭 東京ソイルリサーチ 向井　智久 建築研究所　構造研究G

香取　慶一 東洋大学 田沼　毅彦 建築研究所　構造研究G
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