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ごあいさつ

木々もすっかり芽吹き、新緑の葉が茂る季節となりました。
新年度号としてライトプレス Vol.03を発行いたします。
皆様の業務にお役にたてる内容を今年度も提供してまいりたいと考えております。
今後ともに皆様のご高配いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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災害に強い国づくりと、震災の復旧･復興を目的としたライト工業の技術

のり面 既設のり面補修補強工法

●古くなったモルタル吹付面の補強や景観の向上を目的とした【増厚工】
  （のり面の化粧をし直します）
●地盤とモルタル吹き付け背面の密着性を高めることを目的とした【空隙充填工】
  （地盤と古くなったモルタル吹付面との隙間を埋めます）
●地盤の補強を目的とした【地盤注入工】
  （弱くなった地盤を固くなるまで薬で強化します）

 国土交通省新技術提供システム（NETIS） ：QS-120026-A タイプ 1, 2
 （旧登録番号 ：QS-990023-A） タイプ 3

　高速道路調査会新技術電子カタログ（EHRF）：安全対策（登録済）

のりフレッシュ工法
▶斜面に施工されている老朽化した既設モルタル吹付面を含む
　表層地盤の安定を確保する工法

NETIS EHRF

のり面を保護する工法として、モ
ルタル吹付工が多く用いられて
きました。既設モルタル吹付け
が長年の風雨にさらされること
により、傷んでひび割れを生じ、
剥がれ落ちたりしています。
これまでは、劣化したモルタル
を取り除き、新しく作り替えてい
ました。のりフレッシュ工法は、
古くなったモルタルを取り壊す
ことなく、のり面の補修や補強
が可能です。のりフレッシュ工法
は、右図の3工種の効果によって
のり面を安定させます。

概要

工法概念図

増厚工

既設モルタル面の
補強や景観の向上 地盤の補強

空隙充填工 地盤注入工
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施工前 完   成

のりフレッシュ工法には、背面地山の風化の有無、風化層
の厚さの程度に応じて5通りの仕様があります。 
古くなったモルタル吹付面の補強及び景観の向上を目的
とした増厚工、地盤と既設モルタル吹付け背面の密着性
を高めることを目的とした空隙充填工、背面地盤の風化
の程度に応じた地盤補強を目的とした地盤注入工の組
み合わせにより選定します。

特長

施工例

既設モルタル機能回復型
 タイプ1 『アンカーボルト仕様』
 モルタルのひび割れ修復、はく離・はく落防止
 タイプ2 『アンカーボルト＋空隙充填仕様』
 モルタルのひび割れ修復、はく離・はく落防止
 モルタルの空隙充填
地盤補強型
 タイプ3 『グラウチングボルト仕様』
 背面の地山が風化しているが、せん孔壁は自立、地盤の強化が必要
 タイプ4 『自穿孔グラウチングボルト仕様』
 背面の地山が風化しており、せん孔壁が自立不可能、地盤の強化が必要
ロックボルト併用型
 タイプ5 『2重管自穿孔ロックボルト仕様』
 風化層厚が50cmを超える場合、表層すべり等の抑止力が必要

 タイプ1 断面図  タイプ2 断面図  タイプ3 断面図

 タイプ4 断面図  タイプ5 断面図
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のり面 地山補強土工法

特長

施工事例

①施工時の地山変形が少なく、鉄道の近接施工が可能です。
②太径であるため軟弱地盤でも所要の摩擦抵抗力が得られ、打設長が短く、用地境界が近い場合に有効です。
③太径であるため従来の地山補強土工に比べて、長さを短く本数を少なくすることができます。
④低騒音、低振動です。
⑤施工条件に応じた削孔システム（削孔機）が提供できます。

ラディッシュアンカー工法
▶太径棒状補強体を用いた地山補強土工法
▶既設盛り土の耐震補強・降雨浸食防止技術

概要

ラディッシュアンカー工法とは、機械攪拌方式の深層混合処理工法の技術を応用し、地盤の斜め方向に構造径150～400mmの
円柱状のソイルセメント体を造成し、その軸方中心位置に引張芯材を配置した太径棒状補強体を構築する地山補強工法です。
削孔時に水を使用せず、削孔と同時
にソイルセメント体が造成できるた
め、地山の変形が少なく、軌道隆起
抑制などの施工管理が厳しい鉄道
分野などの盛土斜面で多くの採用実
績があります。
東日本大震災をはじめ、今後予想
される大規模地震の対応として計画
されているインフラの耐震化では、
大きな力を発揮する技術です。

棒状補強体構成図 太径ラディッシュ掘削攪拌装置（攪拌ヘッド）

▶各種削孔機

アーム型 スキッド型 アンカー型

保全対象：鉄道盛土
補強目的：ブロック擁壁
種　　別：中径ラディッシュ
規　　格：造成径φ200
規　　格：補強材径L=4.5m

名　　　称

太径ラディッシュ

中径ラディッシュ

規格／芯材仕様 削孔機械

アーム型

アンカー型

スキッド型

造成径 φ400
鋼棒、FRP ロッド

造成径 φ150～200
自穿孔ボルト
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のり面 グラウンドアンカーの緊張管理技術

特長

LOT-006
▶既設アンカーの維持管理に利用できる全自動緊張管理システム

概要

国土交通省新技術提供システム（NETIS）：SK-110021-A

NETIS

LOT-006はアンカーのリフトオフ試験、品質保証試験、基本調査試験などをコンピューターにて自動的に制御するシステムです。
入力された試験条件（荷重・載荷速度など）に従い、制御ユニット、制御バルブを介してジャッキ圧力を自動制御する機構となっ
ています。手動制御に比べ、確実な荷重保持や連続したデータ取得ができるため、基準に沿った解析が可能となります。

▶システム構造

・既設アンカーの健全性調査で行うリフトオフ試験
・基本調査試験 ー引抜き試験・・・・・・・アンカーの極限引き抜き力・周面摩擦抵抗を確認するための試験
 ー長期試験・・・・・・・・・アンカーに作用している引張り荷重の時間経過に伴う変化を確認するための試験
・新設アンカーの性能を確認するための適正試験・確認試験

▶適用できる試験

従来のアンカーの管理では、
以下の課題がありました

左記の課題を解決すべく、
全自動緊張管理システムを開発しました従来のアンカーの管理 LOT-006

を用いたら…

従来は、斜面上で人がジャッキのバルブを操作し、
目視により計測しています

◆データは後日整理し報告していた ◆データはリアルタイムにグラフで管理し、テキストデータで書き出し

斜面の下（事務所など）で遠隔操作により
ジャッキを操作しパソコン画面で管理できます

・高所斜面作業による危険
性が高い。
・試験時に正確な荷重の保
持、荷重増加、減少が困難。
・急峻な場所では監督員の
立ち会いが難しい。
・リフトオフ試験で条件や
操作を誤って健全なアン
カーを損傷する恐れがある。

・管理値に対するアンカーの
伸び量をリアルタイムに把
握できます。

・試験完了と同時に試験デー
タも書き出せるためリアル
タイムの管理が可能です。

・アンカーの引き抜けに気が
つかず、過度な緊張力を載
荷してしまう恐れがある。

・後日、試験結果を整理して
報告を行うため、リアルタ
イムの管理が困難。

・斜面上での作業が減り、安全
に試験ができます。
・ジャッキの油圧を自動制御す
るため正確な試験が行えます。
・監督員の立会を危険な場所に
行くことなく、PC画面で確認
ができます。
・アンカー仕様、試験サイクル
などをあらかじめ設定するた
め、試験中の手違い・間違い
が生じません。
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〒102-8236 東京都千代田区五番町6番地2
TEL.03-3265-2564　FAX.03-3264-5517

www.raito.co.jpURL raitopress@raito.co.jpe-mail

［お問い合わせ］
本メルマガに対するご意見やご要望は下記までお気軽にご相談ください。また設計検討に関するお問い合わせや資料請求も以下までご用命ください。

のり面 既設アンカー緊張力モニタリングシステム

特長

施工例施工手順

Aki-Mos（アキモス）
▶既設アンカーへの取付け・交換が容易な新型荷重計

概要

国土交通省新技術提供システム（NETIS）：KT-120103-A

NETIS

既設アンカーの緊張力を継続的に把握することは、アンカー自体の健全性やアンカーで対策された斜面の健全性を評価する
上で有効な手段です。Aki-Mosは、供用後に計測が必要となったアンカーへ荷重計を取付け・交換できる既設アンカー緊張
力モニタリングシステムです。専用の緊張治具とアンカー荷重計を用いる本システムは、計測したデータを簡易的な装置に
よって連続的に蓄積し、無線通信によって遠隔から取得できるシステムも備えており、一連のアンカー緊張力が連続計測でき
るようになっています。

① 導入されているアンカーの緊張力を低下させることな
く、荷重計取付け・交換が可能です。

②荷重計の寿命（一般的に約5～10年）が到来しても、交換に
よりアンカーの供用期間を通して緊張力計測が可能です。

③緊張力データを簡易なデータ収録装置に蓄積でき、蓄積した
計測データを無線通信により遠隔から取得ができます。

④緊張治具は従来の同等規格の油圧ジャッキなどと比
べ、軽量・小型です。

Aki-Mos荷重計設置箇所（増設）

Aki-Mos荷重計設置箇所（増設）

Aki-Mos荷重計設置箇所（増設）

荷重計置箇所（当初）

既設荷重計設置箇所

Aki-Mos荷重計設置箇所

Aki-Mos荷重計設置箇所

ゆるみ領域

アンカー体設置地盤

吹付法枠

リフトオフ試験による
荷重増加確認

推定崩落岩盤

本システムは（独）土木研究所とライト工業（株）ほか民間8社による共同研究「既設アンカーへの取付け・交換が容易な新型荷重計の開発」（H18.11～H21.9）にて開発したものです。

アンカーリフトオフ試験 Aki-Mos荷重計設置

建設時に設置したアンカー荷重計の挙動及び、周辺アンカーのリフトオフ試験結果、
岩盤全体の挙動を把握・監視する必要が発生したため、Aki-Mos荷重計を設置した事例

①ヘッドキャップの取外し、防錆油の清掃、
　再緊張余長の露出

②ジョイントスリーブ、荷重計の取付け

③テンションスリーブ、定着ナットの取付け ④緊張治具、変位計の取付け、リフトオフ
　試験の実施

⑤定着ナットの締付け、荷重計定着 ⑥緊張治具の取外し後、頭部防錆処理、
　データ蓄積・送信ユニットの取付け


