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審査証明の範囲

　アンカーの特性および構造の範囲とする。ただし、地盤のクリープ変形など地盤性状に関する特性は除く。

　「RSIグラウンドアンカー」は、以下に示す性能を有することが確認された。

(１) 構造特性
組立作業性確認試験や現場試験施工結果より、組立、挿入、繰り返し注入、緊張、定着および頭部処理などが容易に行

える。また、再緊張および緊張力緩和などの維持管理も容易に行える。

(２) 強度特性
引張試験結果より、テンドンは、定められた引張り荷重を満足している。また、付着試験結果より、インジェクション

パイプ内に挿入されたPC鋼より線とセメントペーストの付着強度およびインジェクションパイプとセメントペーストの付

着強度は、定められた付着力を満足している。

(３) 耐　久　性
耐薬品性試験および塩水噴霧試験結果より、インジェクションパイプおよびアンカー自由長部シースは、十分な耐薬品

性および耐食性を有している。

(４) アンカー体の引抜き抵抗
大型土槽による実大試験および原位置試験結果より、従来工法に比べアンカー体径が拡大し、引抜き抵抗力も増加

する。
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繰り返し注入型アンカー RSIグラウンドアンカー
技術の概要

RSIグランドアンカー工法は、従来のランクAアンカーでは設置が困難であった緩い砂質土や粘性土分の多い地盤、風化の著

しい岩盤、盛土地盤に対してアンカーを適用でき、さらに、グラウトが逸散し易い礫層、亀裂や空洞が発達した岩盤など、広

範囲の地盤に適用可能です。

これは、アンカーテンドンの外周に二重防食カプセルとして特殊な注入パイプ（インジェクションパイプ）を組み合わせる

ことにより、グラウトを所定の位置に繰り返し注入できるからです。この結果、アンカー体径を拡大することが可能となり、

通常のアンカーに比べ大きな極限引抜き力を得ることができます。

また、アンカー緊張時の応力を周辺地盤に伝達するインジェクションパイプには亜鉛メッキ加工された鋼管パイプを使用し

ており、その内外はグラウトで充填されているため、完全な二重防食構造となっています。

技術の特徴

コスト縮減パターン

（１）広範囲な用途
二重管ダブルパッカーを使用した繰り返し注入方式により、アンカー体径を拡大することが可能で、緩い砂質土や粘性

土分の多い地盤、熱水変質により粘土化した強風化岩等の力学的性質に劣る地盤に対してもアンカーを適用できます。

（２）確実なアンカー体の形成
グラウトの逸散し易い礫層、亀裂が発達した岩盤、盛土地盤等に対して、繰り返し注入による計画的かつ効率的な注入

が可能であり、経済的で確実なアンカー体を造成することができます。

（３）極限引抜き力の増加
繰り返し注入によるアンカー体径の拡大により、従来のアンカー工法に比べ大きな極限引抜き力を得ることができます。

（４）優れた経済性
従来工法に比べ極限引抜き力が増加することにより、アンカー体長を短縮することができます。また、アンカー体の設

置が困難な緩い地盤に対してもアンカー体の設置ができるため、アンカー自由長を短縮することができます。

（５）豊富なテンドンの種類
定着方式にはクサビタイプとナットタイプの２種類があるので、現場条件に応じた定着方式を採用することができます。

また、テンドンも 2 種類あるので、（多重 PC 鋼より線および PC 鋼より線）アンカーを設計する際にテンドンの選択肢

が豊富となります。
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開

周面摩擦抵抗の増加により、アンカー体長（Ｉａ）が
5.5mの短縮となります。

緩い地盤にも定着可能なことにより、アンカー長
（ Ｉ ）が 9.5mの短縮となります。
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