
 

1.はじめに

近年、既存の砂防施設では、維持管理を目的に砂

防堰堤の補強が行われており、一般的にコンクリー

トの腹付けが行われることが多い。現場条件によっ

ては腹付けが困難な箇所があり、代替え案として堰

堤前面にグラウンドアンカーを配置して補強する場

合があり、矢中谷第二砂防堰堤では、本堤に補強ア

ンカーが施工されている。砂防堰堤のグラウンドア

ンカー補強事例は少なく、施工後の維持管理報告も

少ない。したがって、本報告ではグラウンドアンカ

ーの維持管理の一環として実施した、矢中谷第二砂

防堰堤におけるリフトオフ試験結果を報告する。 

2.経緯

矢中谷第二砂防堰堤は岐阜県揖斐川町の東部、揖

斐川横山ダム上流の左支川である矢中谷に位置する

部分透過型の砂防堰堤である。

矢中谷第二砂防堰堤は S.49～S.51にH=20.0mの不

透過型堰堤として施工された。矢中谷の S 字曲線部

に設置され、右岸側はやせた尾根に袖が陥入されて

いる。H.24 に流木対策を目的に本堤に鋼製スリット

が追加されることとなった。そのため、砂防堰堤の

安定確保が必要となり、グラウンドアンカーで補強

することとなった。グラウンドアンカーは H.25 に

23 箇所、2 段に施工され、そのうち上段の右岸より

と左岸よりの 2 箇所が荷重計により管理されている。 

H.30.8.14 右岸側の荷重計に異常値が確認され、グ

ラウンドアンカーの健全度の確認を目的にリフトオ

フ試験を行った。

 

3.試験対象アンカーの検討

試験対象アンカーは、次のように選定した。右岸

側荷重計設置アンカーが機能していない場合、周辺 

 

 

 

のアンカーに負担増加が懸念されるが、負担増加の

影響範囲が不明確である。したがって、試験対象ア

ンカーは荷重計設置箇所(1-3)、隣接 4 箇所

(1-4,1-2,2-3,2-2)及び影響範囲確認用 2 箇所

(1-1,1-2)の計 7 箇所とした。 

4.試験方法

試験は以下の方法で行った。

①砂防堰堤に設置されている鉄板蓋を外す。アンカ

ー頭部の保護キャップを取り除きマンションを露出

させ、目視詳細点検を行う。

②目視詳細点検後、ジャッキをアンカー傾角やアン

カー水平角に合わせてテンドンにせん断力が加わら

ないように固定する。

③試験 大荷重は予備載荷で確認する概略リフトオ

フ値の 1.1 倍程度を目安とするが、設計荷重の 1.2
倍かつテンドン降伏荷重の 0.9 倍の両方を超えない

荷重とする。

③リフトオフ試験管理システム（Licos：NETIS
No.SK-100011-VE）を用いて、油圧ジャッキをパー

ソナルコンピューターで制御する。

図.4 リフトオフ試験管理システム（Licos）概要 
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荷重計グラフ

図.5 リフトオフ試験状況
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5.試験結果

5.1 荷重計点検と目視詳細点検結果 

リフトオフ試験に先立ち、荷重計の点検とアンカ

ーヘッドの目視詳細点検を行った。荷重計点検結果

は、荷重計とデータロガーを繋ぐチェンネルの故障

を確認し、荷重計値の急激な低下原因を特定した。 

目視詳細点検結果は防錆油の漏れ、劣化が確認され

たが、アンカーヘッドにわずかな錆程度でアンカー

機能の低下を示す変状は認められなかった。

5.2 リフトオフ試験結果 

荷重計値の急激な低下はアンカー緊張力の異常を

示したものではなかったが、当初に設定とした 7 箇

所で試験を行った。

 

 
 
 
 

リフトオフ試験の結果、本載荷リフトオフ荷重が

614～1297(kN)となり、Rtd にして 47.6～115.3％の

バラツキが確認された(表.1)。アンカー健全度は残存

引張り力とアンカー健全度の目安(表.2)を参考に、A
～D の評価とした。定着時緊張力付近を保っていた

健全度 A 評価のアンカーは 1-1、2-1、2-3 であった。

残存緊張力が定着時緊張力より低下し、健全度 B 評

価のアンカーは 1-4、2-2 であった。残存緊張力が定

着時緊張力より大きく低下し、健全度 C 評価のアン

カーは 1-2 であった。残存緊張力が定着時緊張力よ

り大きく上昇し、健全度 D 評価のアンカーは 1-3 で

あった。

健全度 C 評価の 1-2 アンカーは機能が大きく低下

していると考えられるが、予備載荷（1212kN）と

本試験載荷 1（608kN）ではリフトオフ荷重が大き

く異なる結果となった。そのため、本載荷試験 2、3
を追加し、それぞれ 610(kN)、614(kN)のリフトオ

フ荷重を確認した（図.7）。本載荷試験 2、3 の荷重

―変位量グラフは本載荷試験 1 とほぼ同じ挙動を示

していたこと、本載荷試験 1～3 に異常を示すよう

な挙動も認めらないこと、残留変位量が 0mm で、

1mm 以下の基準内に収まっていたこと、以上のこと

からアンカー本体は正常であると評価した。

健全度 D 評価の 1-3 アンカーは、残存緊張力が

1297kN であり、設計アンカー力（1125kN）や定着

時緊張力（1163kN）を上回るリフトオフ荷重で過緊

張状態にあった。そのため、放置した場合に鋼材を

痛めることが懸念され、応急対策として、除荷・再

緊張を実施した。

再緊張後の残存緊張力は荷重計で 1072(kN)を示

し、健全度評価は D から A に改善した。 
6.おわりに

リフトオフ試験の結果、残存緊張力にバラツキが

あり、1-3アンカーについては過緊張が認められた。

そのため、除荷・再緊張の応急対策を施し、健全度

評価は D から A に改善することができた。左岸側の

アンカー状況については、左岸側よりのアンカー1-1、
2-1 が正常であったこと、左岸側の荷重計計測値に

異常が見られないことから正常と判断した。 

砂防堰堤補強アンカー工法は通常ののり面の施工

と異なり、施工条件、自然条件が厳しいことから、

アンカー頭部の防錆剤の劣化や施工後残存緊張力に

バラツキの発生する場合があることが確認された。 

今回の結果から砂防堰堤補強アンカー工法は日々

の荷重計によるモニタリングが重要である。さらに、

適切な時期にリフトオフ試験を行う等の維持管理を

行っていくことも必要である。 

左：防錆油の劣化、右：アンカーヘッド 
図.6 アンカー2-2 目視点検状況

表.1 リフトオフ試験結果

表.2 残存緊張力とアンカー健全度の目安

(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計･施工基準、同解説 P.206より)

アンカー
規格

設計アン
カー力
Td(ｋN)

定着時緊
張力

Pt(ｋN)

許容アン
カー力Ta
(0.6Tus(ｋ

N))

許容アン
カー力

0.9Tys(kN)

1-1 F230TA 1290 1340 1368 1744 1281 99.3% A 健全　（0.96Pt）

1-2 F230TA 1290 1340 1368 1744 614 47.6% C
機能が大きく低下

（0.46Pt）

1-3 F200TA 1125 1163 1163 1484 1297 115.3% D
危険な状態になる恐れあり

（1.12Ta）

1-4 F200TA 1125 1163 1163 1484 775 68.9% B （0.67Pt）

2-1 F230TA 1290 1340 1368 1744 1188 92.1% A 健全　（0.89Pt）

2-2 F230TA 1290 1340 1368 1744 702 54.4% B （0.52Pt）

2-3 F200TA 1125 1163 1163 1484 1115 99.1% A 健全　（0.96Pt）

アンカー
No.

アンカー諸元 本載荷
リフトオフ

荷重
Pe(kN)

Rtd
=Pe/Td(%)

健全度
評価

健全度 状態 対処例

経過観察により対策の必要性を検討

対策を実施

対策を実施

緊急対策を実施

経過観察により対策の必要性を検討

0.1Pt 

破断の恐れあり

危険な状態になるおそれあり

健全

健全

機能が大きく低下している

機能していない

1.1Ta 

許容アンカー力 Ta 

設計アンカー力 Td 

定着時緊張力 Pt 

0.8Pt 

0.5Pt 

A

A

B

C

D

残存引張り力の範囲

0.9Tys 
E

D

C

B

図.7 1-2アンカー 荷重―変位グラフ
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