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トルク式アンカー

アンカーバード

安全・安心なアンカーを提供



施工動画
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ライフサイクルコストの減少
耐久性を向上
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コンクリート

橋梁の改修工事に



全国の橋梁数は約70万橋。このうち、建設後50年を超えた橋梁(２m以上)の割合は、
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これは実際現場であった話です。
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吊足場

Q.何をしてるの？

職人

アンカーの強度がでてるか
わからないから、確認してる
んだよ！！

抜けた事もあるから心配な
んだよ。。。
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アンカーバード

壁つなぎ

足場

その他にも・・・看板、水道管などの設備や展示
会などでも幅広い場所で使用されており、アン
カーの国内生産本数は年間約3億本になる
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解体工事

コンクリート造構造物の寿命は50年～60年と言われていた。
役目を終えた構造物は解体される。

しかし現在では、その構造物を1日でも長く使用する為に、大規模修繕
工事を繰り返し実施している。



解体工事

構造物長寿命化計画
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2019年は、台風15号・19号と各地に大きな被害を発生させた

台風・竜巻・突風などの自然災害が増加する中、仮設足場や
アンカーの安全性についてのニーズはさらに高まってきている！
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施工不良が原因だったと判明したが・・・
使用されていたのは3分のアンカー

1本の販売価格は約45円
使用したアンカーの本数は4本



わずか180円のアンカーで1.2億円
のシャンデリアを吊っていた事が判明

驚くことに



アンカー本体の値段はわずかだが、
その責任はとても大きい！！
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孔内を清掃する
キリ：Φ18.0mm 穿孔深さ：55mm以上
ハンマードリルを使用し、コンクリートを穿孔する

※清掃が不十分だとアンカーの強度が低下する可能性

アンカー本体を挿入する

インパクトドライバーを使用し、内部コーンにトルクを加える

内部コーンを30N・m(+５N・m)で締付ける

設 置



アンカーバード施工動画
(設置編）



４．引張強度



アンカーバード引張試験

試験委託：建材試験センター(西日本試験所)

ねじ種類 W1/2
穿孔径 Φ18.0mm
穿孔深さ 55.0mm以上
試験体 T1～T5
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δmax=2.3mm
破壊モード：A

T-2
Pmax=25.8kN
δmax=2.7mm
破壊モード：A

T-3
Pmax=27.6kN
δmax=3.5mm
破壊モード：A

T-4
Pmax=24.0kN
δmax=3.4mm
破壊モード：A

T-5
Pmax=25.9kN
δmax=3.4mm
破壊モード：A



T-1
Pmax=25.8kN
δmax=2.3mm
破壊モード：A

T-2
Pmax=25.8kN
δmax=2.7mm
破壊モード：A

T-3
Pmax=27.6kN
δmax=3.5mm
破壊モード：A

T-4
Pmax=24.0kN
δmax=3.4mm
破壊モード：A

T-5
Pmax=25.9kN
δmax=3.4mm
破壊モード：A

変位 δ (mm)

荷
重

P(
kN

)



T-1
Pmax=25.8kN
δmax=2.3mm
破壊モード：A

T-2
Pmax=25.8kN
δmax=2.7mm
破壊モード：A

T-3
Pmax=27.6kN
δmax=3.5mm
破壊モード：A

T-4
Pmax=24.0kN
δmax=3.4mm
破壊モード：A

T-5
Pmax=25.9kN
δmax=3.4mm
破壊モード：A

変位 δ (mm)

荷
重

P(
kN

)

アンカーをトルク管理(施工管理)する事で、
強度のバラつきが最小限に抑えられる
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2019年1月現在の建設業就業者数は
473万人と前年同月比で93.1%



引用：国土交通省



比較

アンカーバード 従来品



４．設計基準



１．アンカーバードの定着機構

アンカーバードは、金属拡張アンカーに分類される。
アンカーバードは、既存コンクリートをハンマードリルで穿孔し、この中にアンカーバード
本体を挿入して、内部コーンを所定のトルクで回転貫入させることにより、アンカー本体
の先端部を拡張させ、コンクリート孔壁に機械的に固着させるもので、その抵抗機構は、
先端部に作用する支圧力によって生じる摩擦力が主である。
アンカーバードの破壊モードは、定着部コンクリートのコーン状破壊となり、アンカー本体
又は接合筋の降伏は、生じない。
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アンカーバードの固着原理



５．強度一覧表



コンクリート強度
（σB）（N/mm2）

（※3）

引 張 耐 力
（kN/本）

長期許容引張力
（kN/本）

短期許容引張力
（kN/本） 備 考

15 9.43 3.14 6.28 ※4
18 10.39 3.44 6.88
21 11.15 3.72 7.44
24 11.92 3.97 7.95
27 12.65 4.22 8.43
30 13.33 4.44 8.89
33 13.98 4.66 8.89（9.32） ※４
36 14.60 4.87 8.89（9.74） ※４

アンカーバード本体 16.07 10.71 16.07 (※5)SS400

表―１ コンクリート強度（σB）とアンカーバードの許容引張力（kN/本）の関係
（アンカーバードのコーン状破壊の場合の引張耐力及び許容引張力）
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６．アンカーを残存させる事の問題
１．景観性を損なう



錆びダレ



その他にも、塗装やタイルの耐久性が低下するなど、種々
の問題が発生する可能性！

錆びダレ



(拡大)

コンクリートクラック・爆裂
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(拡大)

コンクリートクラック・爆裂

腐食
膨張



(拡大)

アンカー本体を残存させる事で、
長期的なリスクに繋がる可能性！！

コンクリートクラック・爆裂

腐食
膨張



不要となったアンカーは
適切に処理する必要がある



コンクリートからアンカー本体を完全に抜くことで
構造物の保護に！！

不要となったアンカーは
適切に処理する必要がある



改修工事の品質を向上させる必要がある！

コンクリートからアンカー本体を完全に抜くことで
構造物の保護に！！

不要となったアンカーは
適切に処理する必要がある



６．アンカーを残存させる事の問題
２．コンクリートひび割れについて



鉄筋コンクリート造建物に生ずるひび割れは、建物の耐力
・耐久性・水密性などの低下に大きく影響する

鉄筋コンクリート造建物にひび割れが発生すると、建物の機能は低下する。機能低
下の程度はひび割れの発生の位置のほか、幅や深さによって異なる。

ここで、部材に発生したひび割れを図8－1に示すように深さ方向の3種類にわかえ
て考えてみる。
図8－1（A）のようなひび割れの場合には、ひび割れ部分はコンクリートの中性化（8．

3参照）を促進する作用をし、鉄筋腐食に早期に結び付く可能性がある。また寒冷地
にあっては凍結融解作用（Ⅱ－56頁8．4参照）を受けやすく、（B）に進展する事が多い。

（B）の場合には、ひび割れから水分等が浸入し鉄筋腐食を促進させる。さらに、（C）
の場合には鉄筋腐食とともに漏水現象となって現れ、居住性の低下を招くだけでなく、
他の部位への影響なども懸念される。

図8－1 ひび割れ深さのパターン
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アンカー設置のために穿孔した孔は、クラックと同
じで適切に処理しなければ、構造物の耐久性
に著しく悪影響を与える可能性がある。



図8－1 ひび割れ深さのパターン

アンカー設置のために穿孔した孔は、クラックと同
じで適切に処理しなければ、構造物の耐久性
に著しく悪影響を与える可能性がある。

土木共通仕様書では、建物と同等以上の品
質のコンクリートで補修することと明記されている。





７．アンカーバードの撤去方法



インパクトドライバーで、内部コーンにトルク(左回転)を加える

内部コーンを所定の位置に戻す事で、ボディ先端が縮径する

ボディ本体をコンクリート孔から抜き取る

補修材を充填する

撤 去



インパクトドライバーで、内部コーンにトルク(左回転)を加える

内部コーンを所定の位置に戻す事で、ボディ先端が縮径する

ボディ本体をコンクリート孔から抜き取る

補修材を充填する

撤 去

※管理者の指示にしたがって、補修してください。



アンカーバード施工動画
(撤去編）



８．橋梁・トンネルの改修工事



全国の橋梁数は約70万橋。このうち、建設後50年を超えた橋梁
(2m以上)の割合は、2023年には43%、2033年には67%へと増加

全国のトンネル数は約1万本。このうち、建設後50年を超えたトンネル
の割合は、2023年には34%、2033年には50%へと増加する。

橋梁

トンネル



引用：国土交通省



引用：国土交通省

改修工事の質を高め、ライフサイクルコスト
を減少させる事は、今後増加する改修工事
への対策として、十分な効果を期待できる。



９．施工実績



橋梁の改修工事



型枠の反力として

アンカーバード



ビル・マンション・公共施設の改修で



防
油
堤

ビル・マンション
コア抜き

足場

支柱基礎

仮設電気
水道管(設備)

機械固定



１０．再使用



アンカーバード再使用に関する注意事項



１．やり直し施工が容易
２．コストパフォーマンスが良い
３．自然にも優しい

アンカーを再使用する事で



１１．NETIS





NETIS登録番号：CB-170027-A



NETIS登録番号：CB-170027-A

創意工夫の新技術や品質管理



NETIS登録番号：CB-170027-A

創意工夫の新技術や品質管理

入札時の技術提案でも



〔お問合せ〕
(株)ANCHOR BIRDS
静岡県焼津市石脇上615-1
http://anchor-birds.jp
Mail:contact@anchor_birds.jp

http://anchor-birds.jp/


〔お問合せ〕
(株)ANCHOR BIRDS
静岡県焼津市石脇上615-1
http://anchor-birds.jp
Mail:contact@anchor_birds.jp

ご要望・ご意見等ございましたら
下記までお問合せ下さい。

http://anchor-birds.jp/


ご清聴ありがとうございました。
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