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１．総 説 

 

1-1 工法の概要 

モルタル（コンクリート）吹付工による法面保護工は、主に硬岩法面や軟岩法面等において、

風化の抑制や侵食の防止を目的として安価な法面保護工法として広く用いられて来た。 

しかし、このモルタル（コンクリート）吹付工による法面保護工は、長年の凍結・融解や浸

透水、湧水等の影響を受け、吹付面と基岩の間に空隙を生じたり、基岩の風化が進みクラック

が発生したり、モルタル（コンクリート）吹付面にもクラックや剥離を生じる等の経年変化に

よる変状を観察することができる。 

従来、この様に経年変化等により劣化したモルタル吹付面やコンクリート吹付面は、人力等

によって切削（はつり取り）による取り壊しを行ない、新たにモルタルあるいはコンクリート

を吹きなおす手法が用いられていた。 

しかし、取壊した吹付モルタルやコンクリートは、大量の産業廃棄物（コンクリートガラ）

となり、ラス金網等が挟在しているためリサイクルも不可能であった。 

又、高所、急傾斜のモルタル（コンクリート）吹付面での人力による切削、取り壊し作業は、

非効率的で危険性をともなう作業であり、工期も長期間を要するばかりでなく、取壊したコン

クリートガラの落下、飛散を防ぐため、仮設防護設備の設置が必要であり、供用中の道路にお

いては長期間片側交互通行等の交通規制が必要であった。 

ファイバーショット工法では、経年変化によってクラックが発生したり、剥離・剥落が発生

して劣化した吹付モルタル（コンクリート）法面を取り壊さずに、ポリプロピレン短繊維補強

モルタルを増厚吹付けると共に、ＦＳアンカー挿入工（鉄筋挿入工）によって風化が進行した

吹付背面基岩表層のゆるみ領域の崩壊を抑止し、風化した表層部の節理や層理にセメントミ

ルクを充填、注入して表層を補強すると共に、既設吹付面と地山の空隙部にもセメントミルク

を充填注入して、背面基岩と既設吹付モルタル（コンクリート）との密着性を回復し、風化の

進行を抑制する。 

既設吹付面に剪断ボルトを打設すると共に、ＦＳプライマーの塗布によって新たに吹付け

る短繊維補強モルタルとの一体化を図り、さらにＦＳアンカーを打設して背面基岩、既設吹付

モルタル（コンクリート）、新設短繊維補強モルタルの三者を一体的に補強、再生し、長寿命

化を図る工法である。  
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1-2 工法の適用範囲 

ファイバーショット工法の適用範囲は、経年変化等によって老朽化し、クラックや剥離等の

変状が発生した既設モルタル（コンクリート）吹付法面に適用し、この既設モルタル（コンク

リート）吹付法面の補強、再生、長寿命化を図る事を目的とする。 

ファイバーショット工法の適用に当たっては、事前調査を実施し、表 1-2に示す適用範囲内

であることを確認する。 

 

表 1-2 適用範囲 

項   目 適用範囲 

対  象 
・既設モルタル（コンクリート）吹付法面 

・経年変化により劣化を生じた吹付法面 

直  高 ・45ｍ以下 

圧送距離 ・100ｍ以内（ホース長） 

既設吹付面の残存強度 ・概ね設計圧縮強度（δck12N/mm2）の 50％程度（6N/mm2）以上 

背面基岩の風化層厚 

（ゆるみ領域） 

・ファイバーショットⅠ 50cm以下  

・ファイバーショットⅡ 1.0ｍ以下 

注 1.上記適用範囲外については別途見積とする。 

注 2.ファイバーショット工法は 500㎡以上を標準施工単位とする。 

 

 

ファイバーショット工法は、「ＰＰファイバー」（ポリプロピレン短繊維）補強モルタルを吹

付け補強すると共に、鉄筋挿入工「ＦＳアンカー」を打設し、既設吹付モルタル（コンクリー

ト）と背面基岩の間の空隙部や基岩のクラック等にセメントミルクを充填注入して法面全体

を一体的に補強し、長期安定を図るために適用され、工期の短縮や安全性の向上、廃棄物の縮

減等の適用の効果がある。 
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1-3 工法の特長 

ファイバーショット工法の特長は以下の通りである。 

 

（１）ＦＳアンカー挿入工の併用により、背面基岩と既設吹付モルタル（コンクリート）、新設

短繊維補強モルタルとの一体的な補強を図ると共に、セメントミルクの充填注入によって

背面基岩の風化した表層部（ゆるみ領域）も補強する。 

ＦＰアンカー挿入工（鉄筋挿入工）の併用によって、ポリプロピレン短繊維補強モルタ

ルと既設吹付モルタル（コンクリート）と、背面基岩とを一体的に補強すると共に、背面

基岩の風化部へもセメントミルクを注入して、風化の進行を抑制し長寿命化を図る。 

 

（２）ＰＰファイバー（ポリプロピレン短繊維）補強モルタルを老朽化した既設吹付モルタル

（コンクリート）面に増厚吹付けして、補強・再生する。 

ポリプロピレン短繊維材ＰＰファイバーは撹拌性に優れ、吹付モルタル（コンクリー

ト）に均一に分散し、吹付面方向にランダムに混入し、新設吹付モルタルの曲げタフネス

を大幅に向上して補強・再生する。 

 

（３）既設吹付モルタル（コンクリート）と新設短繊維補強モルタルを一体化して補強する。 

既設モルタル（コンクリート）面と新設吹付モルタルとは、せん断ボルト（２本/㎡）と

ＦＳプライマーによって完全に一体化される。 

 

（４）産業廃棄物の発生を抑制する。 

劣化した既設のモルタル（コンクリート）吹付面を取り壊さないため、大量のコンクリ

ートガラ（1000㎡当たり約 230ｔ）の産業廃棄物の発生を抑制する。 

 

（５）既設モルタル（コンクリート）吹付面と背面基岩の間の空隙部にセメントミルクを充填

注入して、背面基岩との密着性を回復して風化の進行抑制機能を高める。 

凍結・融解や浸透水によって発生した既設吹付モルタル（コンクリート）と背面基岩の

間の空隙や空洞にセメントミルクを充填注入して密着性を回復する。 

 

（６）コストと工期の大幅な縮減が可能である。 

仮設防護柵の設置・撤去費用や劣化した既設モルタル（コンクリート）吹付面の切削

（はつり取り）取り壊し費用や産業廃棄物処理費用が不要となるため、コストが大幅に縮

減されると共に工期の短縮も可能である。 
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（７）供用中の道路交通への影響を最小限に低減できる。 

仮設防護柵の設置にともなう通行規制や既設構造物の取り壊しにともなう長期にわたる

交通規制を避けることにより、供用中の道路交通への影響を最小限にとどめることが可能

である。 

 

（８）作業の安全性の大幅な向上が図れる。 

高所・急傾斜法面での既設モルタル（コンクリート）吹付法面の切削（はつり取り）取

り壊し作業は危険性が高く、取り壊したコンクリートガラの落下、飛散の危険性も無くな

り、安全性は大幅に向上する。 

 

（９）長寿命化が図れる。 

背面基岩の風化（ゆるみ領域）へのグラウト注入工や背面基岩と既設吹付面の間の空隙

部への充填・注入工によって基岩の風化を抑制し長寿命化を図る。 

 

（１０）ＰＰファイバーは錆びない。 

ＰＰファイバー（ポリプロピレン短繊維）は錆が発生せず、延伸、エンボス加工によっ

てセメントマトリックスとの接着性を高め、曲げタフネスを向上し、長期間安定した性能

を維持する。 
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1-4 工法の効果 

（１）コストの大幅な縮減ができる。 

高所、急傾斜法面での既設吹付モルタル（コンクリート）の人力取壊し（はつり取り）

作業の費用や取壊しにコンクリート片の飛散を防ぐための仮設防護柵の設置、撤去費用、

ガードマン費用等の大幅な縮減が可能となる。 

 

（２）長期間安定性を確保し長寿命化が図れる。 

既設吹付モルタル（コンクリート）と背面基岩の間の空隙部位にセメントミルクを充填

注入して背面基岩との密着性を回復すると共に、風化した背面基岩のクラック等にもセメ

ントミルクを注入して背面基岩の補強を図り、さらにＦＳアンカーの打設によって背面基

岩、既設吹付モルタル（コンクリート）、新設短繊維補強モルタルを一体的に補強して、長

期間安定の確保、長寿命化が図れる。 

 

（３）工期の大幅な短縮ができる。 

仮設防護柵設置・撤去、既設構造物取り壊し作業等に係る工程が無くなり、工期の短縮

が図れる。 

 

（４）既設モルタル（コンクリート）吹付面と新設される短繊維補強モルタルを完全に一体化

して補強できる。 

せん断ボルトを打設すると共に、ＦＳプライマー塗布工より、既設吹付モルタル（コン

クリート）と新設短繊維補強モルタルを機械的・物理的に一体化して補強する。 

 

（５）供用道路交通への影響の低減できる。 

仮設防護柵や既設構造物の取り壊し作業が無くなるため、併用中の道路交通への影響は

大幅に軽減される。 

 

（６）安全性の向上が図れる。 

高所・急傾斜地での既設モルタル（コンクリート）吹付法面での取り壊し作業は、危険

性が高く、落下するコンクリートガラ等の飛散や崩落等の危険性が回避され安全性が図れ

る。 
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２．使用材料 

 

ファイバーショット工法で使用する材料は、設計図書に特記された場合を除き、以下の形状・

寸法・規格に適合するものとする。 

 

2-1 ＦＳアンカー 

ＦＳアンカーは背面基岩と既設吹付モルタル（コンクリート）、新設短繊維補強モルタルを

一体化すると共に、背面基岩の風化層の補強、安定を図るものであり、形状を図 2-1に、仕様

を表 2-1に示す。 

 

図 2-1 ＦＳアンカー 

 

 

表 2-1 仕様 

部材名 材質・規格 表面処理 

ＦＳアンカーⅠ JIS G 3112 SD345  D19×1000 亜鉛メッキ 

ＦＳアンカーⅡ JIS G 3112 SD345  D19×2000 亜鉛メッキ 

ウェッジプレート □70×75 t=6.0 亜鉛メッキ鋼板 

 

2-2 剪断ボルト 

剪断ボルトは既設のモルタル（コンクリート）吹付面と、新設吹付されるポリプロピレン短

繊維補強モルタルとを一体化するものであり、図 2-2に形状・寸法を、表 2-2に仕様を示す。 

 

図 2-2 剪断ボルト形状 
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表 2-2 仕様 

部材名 材質・規格 表面処理 

センターピン鋼材 SWCH145K クロームメッキ仕上 

アンカーボディ鋼材 SAE12L14 クロームメッキ仕上 

 

2-3 塩ビ管  

水抜きパイプとして使用する塩ビパイプの規格は表 2-3に示す。 

 

表 2-3 仕様 

部材名 材質・規格 

塩ビパイプ JIS K0741 VP50 

 

2-4 ＦＳプライマー 

ＦＳプライマーは既設モルタル（コンクリート）等の吹付面に塗布し、新設する。繊維補強

モルタルとの附着強度を高めるために用い、ＦＳプライマーの規格を表 2-4に示す。 

 

表 2-4 ＦＳプライマー規格表 

主成分 エチレン酢酸ビニル共重合体 

外観 白色乳化液 

粘度 約 1100～1700Mpa・s 

ＰＨ 4.5～6.5 

電荷 ノニオン 

 

2-5 ＰＰファイバーⅠ 

ＰＰファイバーⅠはポリプロピレン短繊維材で新設される吹付モルタル（コンクリート）

に混入して曲げタフネスを大幅に向上する。 

ＰＰファイバーⅠの仕様・規格を表 2-5に示す。 

 

表 2-5 ＰＰファイバーの規格・形状 

部材名 材質・規格 形状 比重 引張強さ 

ＰＰファイバーⅠ φ0.7mm ℓ=30mm 扁平エンボス加工 0.91g/cm3 500Mpa 
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図 2-5 ＰＰファイバーの強力・伸び曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 その他の材料 

 レディミクストモルタル 

本工法では、レディミクストモルタルの使用を標準とし、その配合はＣ:Ｓ １:４ 単位セ

メント量 400㎏以上とする。 

 

 セメント 

セメントは、普通ポルトランドセメント又は早強ポルトランドセメントを標準とする。 

 

 混和剤 

混和剤は、減水剤もしくは高性能減水剤を標準とする。 

 

 

 

  

 
30 

 

20 

 

10 

 

0         5       10      15   伸度（％） 

強 

力

（kg） 



‐9‐ 

３．調 査 

 

ファイバーショット工法の適用にあたっては、対象となる既設モルタル（コンクリート）吹付

面の経年変化の状況についての調査を実施する。 

 

3-1 工法の適用 

工法の適用にあたっては、経年変化によって劣化した既設吹付モルタル（コンクリート）吹

付面について、その劣化の進行程度について表 3-1により調査を行う。 

調査項目は表 3-1を標準とする。 

 

表 3-1 既設吹付法面の調査 

調査項目 調査内容 

目視調査 

① クラックの発生状況 

② 湧水の発生状況 

③ 剥離・剥落の発生状況 

打音調査 
① 

背面の基岩と既設吹付モルタル（コンクリート）の密着性

の調査 

② 空洞の有無の調査 

既設吹付モルタル（コンクリート）の 

残存強度調査 
① テストハンマーによる確認 

背面基岩の風化層厚調査 

（ゆるみ領域調査） 

① 

 

 

ハンマードリル、もしくはコアドリル、あるいは貫入試験機

を用いて、既設吹付面背面の基岩の風化層厚（ゆるみ領

域）を測定確認する。 

 

3-2 目視調査 

目視調査では、劣化の進行した既設モルタル（コンクリート）吹付面のクラックの発生状況、

湧水の状況、剥離・剥落等の発生状況の他、上部自然斜面の変状の有無等について調査し、変

状箇所を写真撮影する。 

 

3-3 打音調査 

打音調査は、既設吹付モルタル（コンクリート）と背面基岩との密着性を確認し、空隙や空

洞の有無を確認するために実施し、密着性を失い空隙や空洞の発生が想定される箇所にマー

キングを行う。 
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3-4 残存強度調査 

残存強度調査は、既設吹付モルタル（コンクリート）に打設される剪断ボルトの有効性を確

保する目的でテストハンマーを用いて行い、6N/mm2 以上の残存強度のあることを確認する。 

テストハンマーの例を図 3-4に示す。 

 

図 3-4 テストハンマー 

シュミットテストハンマーＮ形 

測定範囲 10～70N/mm2 

シュミットテストハンマーＰ形 

測定範囲 5～30N/mm2 

 

 

3-5 背面基岩の風化層厚（ゆるみ領域）調査 

既設吹付モルタル（コンクリート）等の背面の基岩の風化の進行状況を確認し、ファイバー

ショット工法選定の目安とする。 

背面基岩の風化層厚の調査は下表の方法を標準とする。 

 

表 3-5 背面基岩の風化層厚の調査方法 

調査項目 調査内容 

試験削孔 ハンドハンマー等による試し掘りで基岩の風化の進行状況を判定する。 

コアボーリング コアドリルにより背面基岩の地質コアを採取して風化層厚を判断する。 

貫入試験 ＳＨ型簡易貫入試験機を用いて法面表層のゆるみ領域を判定する。 

注：背面基岩の風化層厚（風化深度）の確認が不可能な場合は、経験的に 1.0ｍ以下として設計

する。 

又、コアボーリング、貫入試験については試験費用を別途見積とする。 
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４．設 計 

 

4-1 ファイバーショット工法の設計 

ファイバーショット工法の設計にあたっては、対象となる既設モルタル（コンクリート）吹

付面の調査を実施し、背面基岩の風化層厚さ（ゆるみ領域）等を考慮して検討する。 

ファイバーショット工法の設計は図 4-1の手順に従って検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 設計手順 

 

  

Start 

適用範囲の確認 

劣化部分の取壊し検討 

施工条件の確認 

50cm以下 

ファイバーショット工Ⅰ 

1ｍ以下 

ファイバーショット工Ⅱ 

1ｍ超 

他工法の検討 

YES 

NO 

 

 
既設吹付モルタル 

（コンクリート）の残存強度調査 

6N/mm
2
以上 

背面基岩の 
風化層厚調査 

（ゆるみ領域） 
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4-2 ファイバーショット工法の仕様 

ファイバーショット工法の仕様は表 4-2-1、表 4-2-2の通りとする。 

 

4-2-1 ファイバーショット工Ⅰ（背面風化層厚 50cm以下） 

表 4-2-1 ファイバーショット工Ⅰ 施工面積 100 ㎡当たり 

名   称 規   格 単位 数量 

空隙充填孔削孔工 φ45～50 箇所 25.00 

注入打設工（空隙充填） セメントミルク m3 1.00 

FSアンカーⅠ挿入工 D19×1000 本 50.00 

剪断ボルト設置工 M12×120 本 200.00 

水抜きパイプ設置工 VP50×0.2m 箇所 25.00 

法面清掃工 高圧洗浄 ㎡ 100.00 

FSプライマー塗布工 EVA系 ㎡ 100.00 

繊維補強モルタル吹付工 t=7cm ㎡ 100.00 

※ 既設吹付法面で伐採工等が必要な場合は別途見積とする。 

 

 

4-2-2 ファイバーショット工Ⅱ（背面風化層厚１ｍ以下） 

表 4-2-2 ファイバーショット工Ⅱ 施工面積 100 ㎡当たり 

名   称 規   格 単位 数量 

空隙充填孔削孔工 φ45～50 箇所 25.00 

注入打設工（空隙充填） セメントミルク m3 1.00 

FSアンカーⅡ挿入工 D19×2000 本 50.00 

剪断ボルト設置工 M12×120 本 200.00 

水抜きパイプ設置工 VP50×0.2m 箇所 25.00 

法面清掃工 高圧洗浄 ㎡ 100.00 

FSプライマー塗布工 EVA系 ㎡ 100.00 

繊維補強モルタル吹付工 t=10cm ㎡ 100.00 

※ 既設吹付法面で伐採工等が必要な場合は別途見積とする。 
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4-3 空隙充填孔削孔工 

空隙削孔工は、削孔径 45～50mm程度を標準とし、４㎡に一箇所の割合で穿孔されるが、

その削孔位置は画一的ではなく、打音調査によって既設吹付モルタル（コンクリート）と背

面基岩の密着性が損なわれた箇所に設けられることが望ましい。 

 

4-4 空隙充填注入工 

空隙充填注入工は、セメントミルクにより無加圧で充填注入し、セメントミルクの配合は

表 4-4を標準とする。 

 

表 4-4 セメントミルク 1.0ｍ3当たりの配合 

ポルトランドセメント（Ｃ） 混和剤 水（W） 

1230 kg Ｃ×2％ Ｃ×50～60％ 

 

4-5 ＦＳアンカー挿入工 

ＦＳアンカーⅠは 2 ㎡に一箇所の割合で打設挿入し、採択するＦＳアンカーの規格は、背

面基岩風化層厚（ゆるみ領域）によって選択されるが、背面基岩の風化層厚の確認が不可能な

場合は経験的に 1.0ｍ以下として設計する。 

背面基岩の風化層厚（ゆるみ領域）別のＦＳアンカーの規格は表 4-5による。 

 

表 4-5 ＦＳアンカー規格表 

基岩の風化層厚（ゆるみ領域） アンカー種別 規格 

 50cm以下 ＦＳアンカーⅠ 
Ｄ19×1000 
ウェッジプレート t6 70×75 メッキ 

100cm以下 ＦＳアンカーⅡ 
Ｄ19×2000  
ウェッジプレート t6 70×76 メッキ 

 

4-6 剪断ボルト設置工 

剪断ボルト設置工は、既設吹付モルタル（コンクリート）と新設されるポリプロピレン短繊

維補強モルタルの機械的な一体化を目的として法面全体に１㎡当たり２本の割合で均等な間

隔で打設する。 

ファイバーショット工法で使用する剪断ボルトの形状、寸法は図 4-6を標準とする。 

新設されるポリプロピレン短繊維補強モルタル（ＰＦＲＣ）内に埋設される。 

図 4-6に剪断ボルトの規格・寸法を示す。 
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図 4-6 剪断ボルトの規格・寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 水抜きパイプ設置工 

水抜きパイプは塩ビパイプＶＰ50を使用し、４㎡に一本の割合で設置する。 

湧水等が多い箇所では画一的ではなく、本数を増して設置する。 

又、既設モルタル（コンクリート）吹付面に割れ目や剥落等を生じている箇所に設置し、背

面地山からの浸透水を出来る限り表面に排出する様設置する。 

 

4-8 法面清掃工 

法面清掃工はプライマーと既設吹付面との接着性を確保するためウォータージェット（高

圧洗浄水）によって既設吹付面のコケやチリ、ホコリ等を除去する目的で実施する。 

 

4-9 ＦＳプライマー塗布工 

ＦＳプライマーは既設吹付モルタル（コンクリート）と新設されるポリプロピレン短繊維補

強モルタルとの密着性を確保して一体化するため施工するものであり、ＦＳプライマーの配

合を表 4-9に示す。  
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表 4-9 ＦＳプライマー塗布工 100 ㎡当たりの配合 

ＦＳプライマー 水（Ｗ） 塗布量 

5 kg 5 ℓ 100 ｇ/㎡ 

 

 

4-10 ポリプロピレン短繊維補強モルタル吹付工 

ポリプロピレン短繊維補強モルタル吹付工は、レディミクストモルタルに特殊エンボス加

工したポリプロピレン短繊維材「ＰＰファイバー」を混入し、曲げタフネスを大幅に向上する

と共に、乾燥収縮にともなうひび割れの発生を抑制し、ＰＰファイバーの持つ架橋作用によっ

てひび割れの拡がりを防止する。 

ファイバーショット工法では、工場生産のレディミクストモルタルの使用を標準とするが、

これにより難い場合は余練ミキサーの使用を原則とする。 

短繊維補強モルタルの配合は表 4-10を標準とする。 

 

表 4-10 ポリプロピレン短繊維補強モルタル吹付工 1ｍ3当たりの配合 

 

 

4-11 目地工 

ファイバーショット工法ではＰＰファイバー（ポリプロピレン短繊維）をモルタルに混入し、

乾燥収縮やダレにともなうひび割れの発生を抑制し、曲げタフネスを大幅に向上させる工法

であるため、目地工の施工は必要ないため設置しない。 

 

 

 

 

 

  

レディミクストモルタル 1：4 単位セメント量 400kg 1.0ｍ３ 

ポリプロピレン短繊維材 ＰＰファイバーⅠ 0.7×30mm エンボス加工  9.1㎏ 
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4-12 設計計算モデル 

ファイバーショット工法の設計計算モデルは以下を標準とする。 

 

1-2-1 ＦＳアンカーの許容補助力 

風化層から受ける引抜き抵抗力を T1pa、不動地山から受ける引抜き抵抗力を T2pa、FS

アンカーの許容引張力を Tsaとして、FSアンカーの補助許容力 Tpaは、図 1に示すように

考えられる。 

ＦＳアンカーの補助許容力 Tpaは、これらのうち最も小さいものとする。 

 

Tpa ＝ min [ T1pa、T2pa、Tsa  ]            (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-12 

 

不動地山から受ける引抜き抵抗力 T2paは 

T2pa ＝L2・ｔa    (2) 

ただし、 

ｔa ＝ min [ ｔpa、ｔca ]   (3) 

ｔpa ＝ 
𝜏
ｐ
・𝜋・𝐷

𝐹𝑠𝑎
    (4) 

        ｔca = τc・π・ｄ   (5) 
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        ｔa： 許容付着力（kN／m）  

          ｔpa ：  地山と注入材の許容付着力（kN／m） 

        τｐ： 地山と注入材の周面摩擦抵抗（kN／m2）（表 4-2-2） 

        D ：削孔径(m) 

        Fsa：周面摩擦抵抗の安全率、 

永久（長期） Fsa＝2.0、 

仮設（短期） Fsa＝1.5 

 

        tｃa：補強材と注入材の許容付着力（kN／m） 

        τc：補強材と注入材の許容付着応力（kN／m2）（表 4-2-3） 

        ｄ：補強材径（ｍ）、 

        L2：不動地山の有効定着長(m) 

 

 風化層から受ける引抜き抵抗力 T1paは 

         T1pa ＝ 
1

1−𝜇
・𝐿1・ｔ𝑎

      (6) 

    ただし、  

       μ：法面工低減係数（表 4-2-4） 

      L1：風化層厚さ（ゆるみ領域）H  

となる。 

 

FSアンカー許容引張張力 Tsaは 

     Tsa＝σsa・As     (7) 

      SD345 D19異形鉄筋を採用する。よって 

      σsa：補強材の許容引張強度＝200（N／mm2）、         

As： 補強材の断面積、腐食代を 1㎜を筋公称径から引く。ｄ＝18㎜ 

          As＝
1

4
πｄ2＝

1

4
π×182 ＝254㎜２ 

     Tsa＝200×254＝50.080 ｋN  
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4-2-2 風化層厚（ゆるみ領域）H＝0.5ｍの場合の設計計算 

長期 Fsa＝2.0 穿孔径 D=50mm、風化岩で計算を行う。地山と注入材の周面摩擦抵抗

τp=0.48 N/mm2、単位重量γ＝2.0 ｋN、異形鉄筋と注入材の許容付着応力 τc＝1.6  

N/mm2、 

 

FSアンカーの総長 L＝1000㎜、吹付モルタル厚さｈ＝70㎜と仮定する。 3分勾配

θ＝73.3、滑り角ω＝30°とする。 

不動地山にある FSアンカーの長さ L2は 

  L2＝L－H－ｈ／2＝1000－500－35＝465 mm 

 

ｔpa ＝ 
𝜏
ｐ
・𝜋・𝐷

𝐹𝑠𝑎
＝

0.48×𝜋×50

2
＝37.68  N／mm 

ｔca = τc・π・ｄ＝1.6×π×19＝95.46  N／mm 

よって 

ｔa ＝ min [ ｔpa、ｔca ]＝ｔpa＝37.68  N／mm 

 

 

不動地山から受ける引抜き抵抗力 T2paは 

T2pa ＝L2・ｔa＝465×37.68＝17.521 ｋN 

 

風化層から受ける引抜き抵抗力 T1pa： 

法面工低減係数μ＝0.4として、L1＝500㎜ 

T1pa ＝ 
1

1−𝜇
・𝐿1・ｔ𝑎

＝ 
1

1−0.4
× 500 × 37.68 ＝31.400 ｋN 

よって、FSアンカーの許容補助力 Tpaは、 

Tpa ＝ min [ T1pa、T2pa、Tsa  ]  ＝T2pa ＝17.512 ｋN 

 

となる。 
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4-2-3 風化層厚（ゆるみ領域）H＝1.0ｍの場合の設計計算 

FSアンカーの総長 L＝2000㎜、吹付モルタル厚さｈ＝100㎜と仮定する。 

不動地山にある FSアンカーの長さ L2は 

  L2＝L－H－ｈ／2＝2000－1000－50＝950 mm 

同様に 

ｔpa ＝ 
𝜏
ｐ
・𝜋・𝐷

𝐹𝑠𝑎
＝

0.48×𝜋×50

2
＝37.68  N／mm 

ｔca = τc・π・ｄ＝1.6×π×19＝95.46  N／mm 

よって 

ｔa ＝ min [ ｔpa、ｔca ]＝ｔpa＝37.68  N／mm 

 

不動地山から受ける引抜き抵抗力 T2paは 

T2pa ＝L2・ｔa＝950×37.68＝35.796 ｋN 

 

風化層から受ける引抜き抵抗力 T1pa： 

法面工低減係数μ＝0.4として、L1＝1000㎜ 

T1pa ＝ 
1

1−𝜇
・𝐿1・ｔ𝑎

＝ 
1

1−0.4
× 1000 × 37.68 ＝62.800 ｋN 

よって、FSアンカーの許容補助力 Tpaは、 

Tpa ＝ min [ T1pa、T2pa、Tsa  ]  ＝T2pa ＝35.796 ｋN 

 

となる。 
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4-2-4 関連データ 

表 4-2-2、表 4-2-3、表 4-2-4に関連データを示す。 

 

表 4-2-2 極限周面摩擦抵抗（N／mm２） 

地盤の種類 極限周面摩擦抵抗（N/mm２） 

  硬岩 1.20 

岩盤 軟岩 0.80 

  風化岩 0.48 

  土丹 0.48 

    10 0.08 

  N 20 0.14 

砂利 値 30 0.20 

    40 0.28 

    50 0.36 

    10 0.08 

  N 20 0.14 

砂 値 30 0.18 

    40 0.23 

    50 0.24 

粘性土 0.8×ｃ 

   ｃ：粘着力 

 

表 4-2-3 異形鉄筋と注入材の許容付着応力（N／mm2） 

注入材の設計基準強度 24 27 30 

許容付着応力 1.6 1.7 1.8 

 

表 4-2-4 法面工タイプと低減係数μの目安 

法面保護工タイプ μ 備考 

植生工法面 0   

コンクリート吹付工 0.2～0.6   

のり枠 0.7～1.0   

擁壁類 1 連続した板タイプ法面工 
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4-2-5 ＦＳアンカーの荷重 

法面勾配をθ、風化深さを H、滑り角をωとする。FSアンカーの横ピッチを Lh、縦ピ

ッチを Lvとする。法面の断面は図 4-2-5(ｂ)のようになる。FSアンカーの分割によって荷

重モデルは図 4-2-5（a）のように考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-5 

 

表面 AD（図 4-2-5(a)）にかかる荷重Wは、W１の他に、土塊ＣＤＥＦの一部、垂直線Ｇ

Ｃ左のＧＣＤＥ部分の重量Ｗ２がW1の上載荷重となる。斜面角度θ＝90の場合、ＤＥＦ

Ｃ部分の重量は全部Ｗ１にかかる。θ＝ωの場合、Ｗ２＝０。 

よって、 

Ｗ２＝
𝜃−𝜔

𝜃
Ｗ1       （8） 

となる。土塊の単位重量γ、荷重となる重量をＷとすると、 

       W＝Ｗ１＋Ｗ２ 

        ＝（
𝜃−𝜔

𝜃
+ 1）W1 

  ＝（
2𝜃−𝜔

𝜃
）・γ・Lv・Lh・H   （9） 

となる。崩壊部分（ABCD）は底面、滑り面及びモルタル背面との摩擦を無視する。滑り

面に沿って滑る力 Pは 

         P＝W・sinω 

となる。モルタル面に与える荷重 Tは 

       Ｔ＝P・cos(90－θ+ω) 

        ＝Psin(θ―ω) 
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        ＝（
2𝜃−𝜔

𝜃
）・γ・Lv・Lh・H・ sinω・sin(θ―ω)    （10） 

  ただし、ω、滑り角、ω≠0 および ω≧φ  φ：内部摩擦角 

となる。 

 

 

4-2-6 風化層厚（ゆるみ領域）H＝0.5ｍ場合の荷重 

3分勾配θ＝73.3、滑り角ω＝30°とする。 

まず FSアンカーが１本で 2m2を負担すると仮定して式(9)より モルタル面に与える

荷重 Tを計算する 

     Ｔ＝（
2𝜃−𝜔

𝜃
）・γ・Lv・Lh・H・ sinω・sin(θ―ω)  

      ＝（
2×73.3−30

73.3
）×20×1.41×1.41×0.5× sin30・sin(73.3―30)  

      ＝10.892 ｋN 

 

      T＝10.892 ｋN ＜ Tpa＝17.512 ｋN   OK 

 

 

4-2-7 風化層厚（ゆるみ領域）H＝1.0ｍの場合の荷重 

3分勾配θ＝73.3、滑り角ω＝30°とする。 

まず FSアンカーが１本で 2m2を負担すると仮定して式(9)より モルタル面に与える

荷重 Tを計算する。 

     Ｔ＝（
2𝜃−𝜔

𝜃
）・γ・Lv・Lh・H・ sinω・sin(θ―ω)  

      ＝（
2×73.3−30

73.3
）×20×1.41×1.41×1× sin30・sin(73.3―30)  

      ＝21.783 ｋN 

 

        T＝21.783 ＜ Tpa＝35.796  OK 
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4-2-8 モルタル吹付面の吹付厚さｈの設計計算 

モルタル面が荷重を受けて変形しようとする場合、FSアンカーと周りのモルタルから

の拘束を受ける。ここで、周辺単純支持の四角形のモデルに近似しているため、このモデ

ルで検討を行う。 

 

弾性力学によれば周辺単純支持の四角形板の最大応力σは 

 σ＝
24

𝜋4（1+ν）・
𝑎2

ℎ2・p    （11） 

ただし、ν：モルタルのポアソン比、ｈ：厚み、ａ：辺長、ｐ：等分布荷重 

となる。 

 ν＝0.2を式（10）に代入すると，繊維モルタルの限界応力度σlimtは 

  σlimt＝0.296・
𝑎2

ℎ2
・p＝0.296・

𝑇

ℎ2
  （12） 

   ただし、T：総荷重 

となる。 

ここで、限界状態で得た実験データ
※
を式（12）に代入して短繊維補強モルタルの限界

応力度を求める。a=1500mm、ｈ＝70㎜、T＝32700Nを式（11）に代入すると、繊維モ

ルタルの限界応力度σlimtは 

     σlimt＝0.296×
32700𝑁

702
＝1.975 N／mm2   （13） 

となる。 

 コンクリートのクリープ限度はコンクリート強度の 75~85％である。これを参考にして

モルタルのクリープ限度と強度の限度を 0.65とする。その他、安全係数を 1.5として考え

ると、ポリプロピレン短繊維補強モルタルの許容応力度σaは 

     σa＝σlimt×0.65／1.5 

       ＝0.856 N／mm2     （14） 

となる。  

 荷重 Tの場合、必要なモルタル吹付厚さｈは 

 σlimt＝0.296・
𝑇

ℎ2
           

ｈ＝0.544√
𝑇

𝜎𝑎
     （15） 

となる。 
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風化層厚 0.5ｍの場合、荷重 T＝10.892 ｋN、吹付モルタルの厚さｈは 

ｈ＝0.544√
𝑇

𝜎𝑎
 ＝0.544×√

10892

0.856
 ＝62 mm 

 

設定吹付厚み 70mm＞必要厚み 62㎜  OK 

 

風化層厚 1.0ｍの場合、荷重 T＝21.783 ｋN、吹付モルタルの厚さｈは 

ｈ＝0.544√
𝑇

𝜎𝑎
 ＝0.544×√

21783

0.856
 ＝87 mm 

 

設定吹付厚み 100mm＞必要厚み 87㎜  OK 

 

※ 資料：ポリプロピレン短繊維吹付モルタル載荷実験報告と考察 参照 
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５．施 工 

 

5-1 ファイバーショット工法の施工 

ファイバーショット工法の施工は、劣化したモルタル（コンクリート）吹付面にポリプロピ

レン短繊維補強モルタルの増厚吹付と空隙部充填注入工・補強鉄筋挿入工等によって背面基

岩の風化部位を補強し、背面基岩と既設吹付部、増厚吹付部を一体的に補強・再生する工法で

あり、その施工には入念な調査と適切な管理のもとで施工する。 

 

5-2 施工手順 

ファイバーショット工法の施工手順は図 5-2に示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 ファイバーショット工法の施工手順 

 

  

準備工 

空隙充填工 

ＦＳアンカー挿入工 

剪断ボルト設置工 

水抜きパイプ設置工 

法面清掃工 

ＦＳプライマー塗布工 

ポリプロピレン短繊維補強モルタル吹付工 
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5-3 使用機械 

ファイバーショット工法で使用する機械は表 5-3を標準とする。 

 

表 5-3 使用機械 

名称 規格・仕様 摘要 

揚水ポンプ φ50 0.7～1.5KW 空隙充填工・ＦＳアンカー挿入工 

水槽 0.3ｍ3～3.0ｍ3 空隙充填工・ＦＳアンカー挿入工 

高圧ポンプ 12ℓ/min 8Mpa以上 法面清掃工・ＦＳアンカー挿入工 

ハンマードリル 100V 剪断ボルト設置工 

発動発電機 20KVA 
剪断ボルト設置工・空隙充填工・ 

ＦＳプライマー塗布工 

空気圧縮機 10.5～11.0ｍ３/min 78KW 
空隙充填工・ＦＳアンカー挿入工・ 

短繊維補強モルタル吹付工 

削岩機（ハンドハンマー） 18㎏級 空隙充填工・ＦＳアンカー挿入工 

グラウトミキサー 立型２槽式 2KW 空隙充填工・ＦＳアンカー挿入工 

グラウトポンプ 20～70ℓ/min 4KW 空隙充填工・ＦＳアンカー挿入工 

グラウト流量計 0～120ℓ/min 空隙充填工 

動力噴霧機 9.8Mpa 4.7KW ＦＳプライマー塗布工 

モルタル吹付機 湿式 0.8～1.2ｍ３/min 短繊維補強モルタル吹付工 
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5-4 準備工 

本施工に先立ち、工事が円滑かつ安全に行える様、準備調査、確認、測量等、下記の準備を

行う。 

① 工事場所、施工範囲、面積、設計図書との整合、相違の確認。 

② 施工現場環境、構造物等、養生の要否、飛散等の確認。 

③ 施工機械、資材搬入路、資機材のストックヤード、プラント設置ヤード等の確認。 

④ 本工法ではレディミクストモルタルの使用を標準としているため、製造プラントの確

認、搬送時間の確認を行う。 

 

5-5 空隙充填工 

空隙充填工は、既設モルタル（コンクリート）吹付面と背面基岩との間の空隙（空洞）部分

にセメントミルクを充填注入して、既設吹付面と背面基岩の密着性を確保すると共に、既設吹

付面の補強を図る目的で施工し、予め打音調査で密着性が損なわれていたと推定される箇所

を中心として、１箇所／４㎡の割合で削岩機（ハンドハンマー）を用いて、φ45～50mm 程

度の空隙充填孔を削孔し、セメントミルクが流出する恐れのあるクラック等は予めモルタル

等を用いて目地詰めを行なう。 

又、注入材料は予め配合承認を得た材料を正確に計量し、グラウトミキサーで充分混練・撹

拌して、グラウトポンプを用いて空隙充填孔に注入ホースを挿入してゆっくりと充填、注入す

る。注入量は流量計を用いて計測管理する。 

一次注入でグラウト材が充填注入された事を確認した後、時間をおいて二次注入を行い、グ

ラウト材の充填を確認する。 

又、空隙充填工では加圧は行わない。 

 

5-6 ＦＳアンカー挿入工 

ＦＳアンカー挿入工は風化した背面基岩の崩壊を抑止する共に、背面基岩、既設吹付モルタ

ル（コンクリート）、新設されるポリプロピレン短繊維補強モルタルを一体化して補強し、さ

らに風化した背面基岩の節理等にグラウト注入する事によって補強する事を目的として実施

する。 

補強鉄筋挿入工は以下の手順で実施する。 

 

（１）削孔工 

削孔に先立ち、削孔位置、削孔間隔を測定し、２㎡／本となる様マーキングを行う。 

本工法における削孔傾角は法面勾配に対し、90°を標準とする。 

削孔はハンドハンマーあるいはクレーン吊下げ式ドリルを用いて、φ45mm～φ50mmの

削孔径で、ＦＳアンカーⅠで 1.0ｍ、ＦＳアンカーⅡで 2.0ｍの削孔長となる様、検測し確

認する。  
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（２）ウェッジプレート取付工 

ウェッジプレートはＦＳアンカーの先端から 10～15mm程度の節の凹部に上から挿入し

てハンマーを用いて打撃して固定する。 

ウェッジプレートの取付状況を図 5-6-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-1 ウェッジプレートの取付状況 

 

（３）ＦＳアンカー挿入工 

ＦＳアンカー挿入工は、ＦＳアンカーに錆、泥等の附着を阻害する物が附着していない

事を確認して孔壁を傷つけない様注意して挿入する。頭部は既設モルタル（コンクリー

ト）面からＦＳアンカーⅠで 30～40mm、ＦＳアンカーⅡで 40～50mm、ウェッジプレー

ト面を突出させておく。 

 

（４）注入工 

セメントミルクは予め配合承認を得た材料を正確に計量配合し、充分混練、撹拌したも

のをグラウトポンプによりグラウトホースによって注入打設する。 

ＦＳアンカー挿入前に注入する場合は、孔底までグラウトホースを挿入し、孔口からグ

ラウト材が流出して来た事を確認してからＦＳアンカーを挿入する。 

ＦＳアンカー挿入後に注入工を実施する場合は、注入ホースをＦＳアンカーに沿って挿

入し、孔口よりセメントミルクが流出するまでゆっくり注入する。 

背面基岩からの湧水等がある場合は口元から流出して来たセメントミルクの性状につい

て充分確認を行う。 

一次注入後、二次注入を行って、口元まで充分注入されている事を確認する。 

ＦＳアンカーの設置状況を図 5-6-2に示す。 
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図 5-6-2 ＦＳアンカーの設置状況 

 

 

5-7 剪断ボルト設置工 

剪断ボルト設置工は、劣化した既設のモルタル（コンクリート）吹付面に剪断ボルトを打

設して、既設吹付面と新設される増厚吹付面とを機械的に一体化する目的で施工するもの

で、1本／0.5㎡の割合で法面全体に割り付けて位置出しを行い、ハンマードリルを用いてφ

13mmで削孔し、剪断ボルト設置し、頭部をハンマーで打撃して固定する。 

固定された剪断ボルトにナットを用いて、角ワッシャーが新設する吹付モルタルの中央付

近にくる様調設する。 

剪断ボルトの設置状況を図 5-7に示す。 

 

 

 

図 5-7 剪断ボルトの設置状況 
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5-8 水抜きパイプ設置工 

水抜きパイプ設置工は、既設モルタル（コンクリート）吹付面背面の地山からの湧水や浸

透水を新設するモルタル吹付表面の外に排出するために設置するもので、削岩機等を用いて

既設吹付面に径φ65mm程度で背面地山に達するまで削孔し、塩化ビニル管（VP50）を背

面基岩に密着する様取り付け、排出勾配を付ける。 

既設の水抜きパイプを延長して使用する場合は、漏水の無い様十分留意して取り付ける。 

水抜きパイプの設置状況を図 5-8に示す。 

 

 

図 5-8 水抜きパイプの設置状況 

 

5-9 法面清掃工 

法面清掃工は既設のモルタル（コンクリート）吹付面に付着する塵、ホコリ、コケ類や劣化

した既設吹付面の剥離片、脆弱化遊離部分等の新設するポリプロピレン短繊維補強モルタル

の付着を阻害する恐れのあるものを高圧ポンプによる高圧洗浄水を用いて既設法面全体を清

掃し、劣化した既設モルタル（コンクリート）と新設するポリプロピレン短繊維補強モルタル

（ＰＦＲＣ）との一体化を図る。 

 

5-10 ＦＳプライマー塗布工 

プライマー塗布工は、既設のモルタル（コンクリート）面と新設されるポリプロピレン短繊

維補強モルタルとを物理的に一体化する目的で施工するものであり、EVA 系のＦＳプライマ

ーを水で１：１の割合で希釈し、動力噴霧器もしくはスプレーガンを用いて法面全体に 100g

／㎡程度ムラなく吹き付ける。 

短繊維補強モルタル吹付工はプライマー塗布後、４時間程度経過してから吹付ける。 
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5-11 ポリプロピレン短繊維補強モルタル吹付工 

ポリプロピレン短繊維補強モルタル吹付工は、既設の老朽化したモルタル（コンクリート）

吹付面の表面に増厚吹付して補強、再生するものであり、本工法では工場で生産されたレディ

ミクストモルタルを使用することを標準とし、配合は１：４（Ｃ：Ｓ）、単位セメント量は 400

㎏／ｍ3以上とする。 

ＰＰファイバーの配合は、1.0％VOLとし、比重 0.91であるためモルタル 1.0ｍ3当たり 9.1

㎏の割合でアジデーター車ホッパーより投入し、高速回転にて２分程度混練りする。 

吹付けは吐出圧力 5.0 ㎏／cm2～7.0 ㎏／cm2で吹付ノズルは吹付面から 1～1.2ｍ程度離し

て吹付面に直角になる様保持して吹付を行う。 

吹付けられた短繊維補強モルタルは、急斜面で施工され、吹付厚も薄いため養生が必要であ

り、当工法では春から秋の不凍期は散水養生、冬期は防凍剤の使用や養生剤の散布を検討する。 
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６．施工管理 

 

6-1 品質管理 

施工管理は、所定の品質の構造物を所定の工期内に安全に竣工するため実施する。 

ファイバーショット工法の品質の管理基準は、表 6-1品質管理基準を標準とする。 

 

表 6-1 品質管理基準 

種別 項目 添付資料 基準値 摘要 

材料 剪断ボルト 品質証明書 －   

  普通ポルトランドセメント 試験成績表 －   

  混和剤 品質証明書 －   

  ＦＳアンカー 品質証明書 －   

  塩ビ管 品質証明書 －   

  ＰＰファイバー 品質証明書 －   

  ＦＳプライマー 品質証明書 －   

空隙充填工 

（注入打設工） 
圧縮強度試験 JIS A 1108 24N/mm2以上   

ＦＳアンカー挿入工 

（注入打設工） 
圧縮強度試験 JIS A 1108 24N/mm2以上   

短繊維補強モルタル吹付工 圧縮強度試験 JIS A 1108 18N/mm2以上 1施工 1回 3本 

※ ＰＰファイバーはポリプロピレンであり腐食等の発生が無いので塩化物イオン量試験は行

わない。 
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6-2 出来形管理 

ファイバーショット工法の出来形管理は表 6-2出来形管理基準を標準とする。 

 

表 6-2 出来形管理基準 

種別 項目 基準値 測定頻度 

施工法面 延長 -200mm以下 1 施工箇所 1 回 

  

  

法長 L＜3ｍ -50mm 延長 40mにつき 1 箇所 

40ｍ以下は 1 施工箇所 2 箇所   L≧3ｍ -100mm 

空隙充填工 

（空隙充填孔削孔工） 
削孔数 1 箇所／4 ㎡ 1 施工箇所１回（全数） 

空隙充填工 

（注入打設工） 
注入量 1.0ｍ３／100 ㎡ 1 施工箇所１回（全量） 

ＦＳアンカー挿入工 打設本数 D19×1000   5 本/10 ㎡ 
1 施工箇所 1 回（全本数） 

    D19×2000   5 本/10 ㎡ 

剪断ボルト設置工 打設本数 10 ㎡当たり 20 本 施工面積 200 ㎡毎に 1 箇所 

水抜きパイプ設置工 設置本数 1 箇所/4 ㎡ 1 施工箇所 1 回（全本数） 

法面清掃工 施工面積 設計面積 1 施工箇所 1 回 

ＦＳプライマー塗布工 施工面積 設計面積 

1 施工箇所 1 回 
  

ＦＳプライマー

使用量 
500ｇ／10 ㎡ 

短繊維補強モルタル吹付工 施工面積 
設計面積（展開図、計算書

記載） 
1 施工箇所 1 回 

  吹付厚 

検測孔 ｔ＜50ｍｍ -10 

検測孔 ｔ≧50ｍｍ -20 

（展開図に測定位置、測定

厚を記載） 

200 ㎡毎に 1 箇所、 

200 ㎡以下は 2 箇所 

    検測ピン 20 ㎡に 1 箇所 

  
ＰＰファイバー

使用量 
9.1 ㎏／ｍ3 1 施工箇所 1 回 
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6-3 写真管理 

ファイバーショット工法の写真管理は表 6-3を標準とする。 

 

表 6-3 写真管理基準 

種別 項目 頻度 

着手前 全景又は代表的部分景 着手前 1回 

竣工 全景又は代表的部分景 完成後 1回 

使用材料 形状・寸法・数量・空袋検収 各品目毎 1回 

使用機械 プラント設置状況 設置時 1回 

空隙充填工 

（空隙充填孔削孔工） 

施工状況 状況に応じて 2～3枚 

出来形 5箇所/20㎡ 200㎡毎に 1箇所（20㎡当たり） 

空隙充填工 

（注入打設工） 

施工状況 状況に応じて 2～3枚 

注入材料配合 1施工箇所 1回 

ＦＳアンカー挿入工 削孔状況 状況に応じて 2～3枚 

  注入打設状況 状況に応じて 2～3枚 

  補強鉄筋設置完了 施工完了時 1回 

  出来形 5本/10㎡ 200㎡毎１箇所 

剪断ボルト設置工 施工状況 状況に応じて 2～3枚 

  出来形 20本/10㎡ 200㎡毎 1箇所 

水抜きパイプ設置工 施工状況 状況に応じて 2～3枚 

  出来形 5箇所/20㎡ 施工完了時 1回 

法面清掃工 施工状況 状況に応じて 2～3枚 

ＦＳプライマー塗布工 施工状況 状況に応じて 2～3枚 

  塗布空缶全量 施工完了時 1回 

短繊維補強モルタル吹付工 ＰＰ短繊維配合 100ｍ3につき 1回、100ｍ3未満は 2回 

  施工状況 状況に応じて 2～3枚 

  出来形管理（吹付厚、検測孔） 200㎡毎 1箇所 

  ＰＰファイバー 使用空袋全量 施工完了時 1回 
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資 料 

 

 

 

1．ＳＨ型貫入試験 

2．簡易型のり面地質調査工法 ソイルサンプラー工法 

3．ポリプロピレン短繊維吹付モルタル載荷実験報告と考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一打撃毎の地盤貫入抵抗を3Kgと5Kgで連続的に
表示(Nd・Nd’/drop = 10cm/一打撃貫入量(cm))

精度の高いＳＨ式解析グラフ

読み取りガイドリング

※ デｰタロガｰ

引抜きヘッド（逆打ちで簡単に引き抜き）

ガイドロッド

2kg 重錘

3kg 重錘（上げ易く指をつめにくい形状）

貫入ロッド

貫入コーン

寸法(組み立て時) 2020×120×120mm
試験機重量 17kg
貫入コーン形状 φ25mm 先端角60°
落錘重量 3ｋｇ＋2ｋｇ 着脱式
落錘落下距離 50cm
最大測定深度 5m (1m×5)

貫入ロッド
φ16mm 1000mm×5本
材質：ステンレス

Ｓ Ｈ 型 貫 入 試 験 機 仕 様

※新開発のデータロガーを使用して一打撃毎の
貫入量を高精度で表示。自動記録が可能

SH型貫入試験機

ノッキングブロック

精度の高い表層構造推定 作業性・安全性が向上

S  H 型 貫 入 試 験
SH type Handy Dynamic Cone Penetrometer Test

■開発 SH型貫入試験機 特許第3969521号

◎ （財）砂防・地すべり技術センター
◎ ジオグリーンテック 株式会社

■調査・資料等の問合せ

◎ 表土層調査技術研究会
〒194-0013 東京都町田市原町田1-2-3
ダイトウテクノグリーン（株）内
TEL 042-721-1703 FAX 042-721-0944
URL http://www.hyoudoken.jp
E-mail: info@hyoudoken.jp

※従来の簡易貫入試験機（ノッキングブロック以下）が
利用可能なアタッチメントもあります。

※SH型データロガー
ジオグリーンテック(株)が
永年にわたって開発した
製品です。

寸法 80×97×91mm

重量 670ｇ(電池込)

電源 単三乾電池1本

測定可能時間
20時間以上(新品
アルカリ電池使用時)

メモリ容量 約40,000打撃相当

測定分解能 0.1mm

PC接続 RS232C

表土層調査
自然斜面・法面

空洞確認調査など

目盛り付
ガイドポール

3kg
2kg 5kg

■着脱式重錘 従来型（5Kg） を３Kgと２Kgに分割
下部を長くした指掛け持ち上げ式に改良して指つめを防止

装 着

指かけ部

平成19年度砂防学会「砂防技術賞」受賞

硬い下層は従来と
同じ5kgを使用

表層は軽い3kgで
高精度に測定
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河川砂防技術基準調査編改定版

急傾斜地調査 「表層構造調査用の簡易貫入試験」

砂 防 調 査 「簡易貫入試験」 該当試験機

データロガーを
ＰＣへ接続してグラフを
自動作成（専用ソフト）

資料1



0

100

200

300

400

0 10 20 30 40 50

Nd/drop

深
度

（
c

m
）

Nd'/drop

0.5Nd'/drop

Nd/drop

0.5Nd'

Nd

Nd/drop

Nd’/drop

Nd’・Nd/drop値一本化グラフ

■SH型貫入試験機アタッチメント・データロガーレンタル

◎ジオグリーンテック㈱ＳＨセンター
〒251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1-3-18

TEL 0466-63-4044
URL http://www.geogreen.co.jp
E-mail: shinfo@geogreen.co.jp

斜面の崩壊の恐れの

ある土層厚分布を推定

■ 解析例 (Nd・Nd’/dropグラフ) 
従来法Ｎｃ（10cm貫入させるのに要する打撃回数）
グラフでは読み取れない軟弱層の検出

・局所的にNd/drop値の小さな層が、深度250～265cmに存在

する事を検知

→ 軟弱層(潜在崩壊すべり面)の存在を推定

・3kg重錘のNd’ /drop値を 5kg重錘のNd/drop値に換算* して

グラフを一本化し、Nd’ /drop値とNd/drop値を連続させて全体

を見やすくさせた

・深度200cmで根系発達限界Nd/drop=10となる
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すべり面を推定

新しいＳＨ式解析法による高精度な予測

表土層の厚さと潜在崩壊すべり面を推定

根系の発達深度の推定

一打撃毎のデータから、土層区分す

ることで、 精度の高い土層厚分布が

分かる

直近のボーリング結果と対比するこ

とで詳細な土層状況の判定も可能

試験が容易で多点測定が可能であ

るため、 面的に多点を測定すること

で崩壊の恐れのある土層厚の平面

的分布把握が可能である

■SH型貫入試験機・アタッチメント・データロガー 販売

◎ダイトウ テクノグリーン（株）
〒194-0013 東京都町田市原町田1-2-3

TEL 042-721-1703 FAX 042-721-0944 
URL http://www.daitoutg.co.jp 
E-mail: info@daitoutg.co.jp  

名称 Nd/drop値 Nc値の分布 土層状況

Ⅰ層 5以下
深さ方向の変動
は少ない

表土、崖錘堆積物 など

Ⅱ1層 5～10 深さ方向に漸増、
または小さく変動

風化残積土

Ⅱ2層 10～20 強風化凝灰角礫岩

Ⅲ層 20～50
深さ方向に急増、
または大きく変動

風化凝灰角礫岩

Ⅳ層 50以上 貫入不可能

推定潜在すべり面
(Ⅱ1層とⅡ2層の間：Nd/drop=10)

Ⅰ層

Ⅱ1層

Ⅱ2層

Ⅲ層

Ver2.3
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Nd/drop値とNd’/drop値との関係

Nd’/drop値をNd/drop 値に換算することで、

従来の簡易貫入試験機のデータとの比較が可能

Nd’/drop×0.5＝Nd/drop

Ｎ値と Nd／drop値の実測比較例

Ｎ値と 最小Nd/drop値はほぼ同じ値となる
（調査深度５ｍでＮ値10程度まで）

0.5Nd’/drop



従来のボーリング調査などに比べ、簡便(ロープ足場)・低コスト(1/6以下)で斜面、のり面の
地質を直接調査することができます。

採取したコアを直接観察できるため、硬さ、色、岩組織、風化深度などの多くの情報を得る
ことができます。

既設吹付面の場合は、吹付材の強度、厚さ、空洞の程度、風化状況を確認できるため、
適切な対策工の設計に反映できます。

○

○

○

簡易型のり面地質調査工法

ソイルサンプラー工法は、斜面、のり面、既設吹付のり面からコアを採取し、

地質状況を直接観察・把握できる工法です。

特長

吹付モルタル内部の地山風化状況➪

NPO日本環境土木工業会 (ソイルサンプラー工法研究会)
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老朽化のり面の調査

A

B１

B２

B３

C 700㎜～900㎜

吹付体(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

強風化岩

中風化岩

弱風化岩

新鮮な岩

　近年、施工後30～40年経過したモルタル吹付工は、凍結、クラック、空洞化、地山の風化など、老朽

化が進行して崩壊の危険性など、深刻な状態となっている箇所が多く見られます。

　ソイルサンプラー工法は低コストで調査ができるため、目視・打音調査の結果など、老朽化状況に応じ

て必要な箇所の調査を簡便に行うことができます。

0～150㎜

150㎜～450㎜

450㎜～650㎜

650㎜～700㎜

老朽化吹付のり面の調査に最適

スタート

事前地質調査資

料の確認

目視点検調査

打音調査

吹付体コア抜き

調査

風化深度調査

老朽化対策工

吹付材の厚さ、空洞の程度、風化状況を確認し

ます。

必要に応じて強度試験、中性化試験を行います。

軽量なエアーオーガーによる地質調査は、ロー

プ足場で2～3ｍ穿孔でき、コアも採取できるため、

低コストでほとんどののり面対策工に適用すること

ができます。

(急傾斜地の約80％が崩壊深さ2ｍ以下)
出展：「切土補強土工設計・施工要領」

採取したコアで硬さ、岩組織、風化深度などを直

接観察できるため対策工の設計に反映できます。
風化深度調査(コア採取)

吹付体コア抜き 吹付体コア(15cm) 空隙状況確認

採取した試料(コア)

NPO日本環境土木工業会

ソイルサンプラー工法研究会

●事務局

〒377-0003 群馬県渋川市八木原224-14(株式会社 髙特 内)

ＴＥＬ 0279-22-2035 ＦＡＸ 0279-23-3913

空洞

吹付体(Ａ)

風化岩(B1、B2、B3)

新鮮な岩(Ｃ)

既設吹付のり面
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ポリプロピレン短繊維吹付モルタル載荷実験報告と考察 

 

株式会社水戸グリーンサービス 技術営業グループ 

楊建華 

 

1 実験方法 

ポリプロピレン短繊維吹付モルタル載荷実験装置の仕様を図１、実験装置を写真１に示す。架台上

の型枠にポリプロピレン繊維補強モルタルを吹き付け、テストピースを作成する。 

４週経過後に脱型し、土槽と撓み計測装置を取り付け、砂を荷重としてテストピースの土槽に投入

し、同時にテストピース下の中央の撓みを計測し、記録する。 

撓み計測装置の仕様を図２に示す。ダイヤルゲージに連設したひずみ計測装置の表示精度は 1μｍ

であるが、装置の剛性、気温による変化などを考慮すると、誤差は±0.1ｍｍと想定される。 

 

実験１ 

1-1、限界状態想定実験： 

テストピース寸法は 1.5ｍ×1.5ｍ、厚み 7ｃｍで、荷重は 3270㎏とした。テストピースの材料は

1：4 のモルタル、混入される PP ファイバー（ポリプロピレン短繊維）は長さ 3ｃｍ、太さ 0.7 ㎜

で、混入量はモルタルの 1.0％VOLである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 実験装置の仕様                          写真１ 実験の様子 

 

 



 

 

図 2 撓み測定装置 

 

2、実験結果 

荷重 3270㎏を載荷した直後の初期弾性撓みは 635μｍ、その後の変化は図 3に示す。200日

経過したところでテストピース表面にクラックが発生した。その時点の撓みは 4800μｍであっ

て、中央付近で間隙幅 0.8～1.2㎜、深さ 6～10㎜で、その他の部分は間隙幅は 0.2～0.4㎜、深

さは 4～５mm程度であった。その後、クラックは若干増加しているが、発生後 1年経過しでも

クラック間隙幅は広からず剥離、剥落等は無く、大きな変状は発生していない。クラックのパタ

ーンを図 4に示す 

 

 

図 3 撓み 
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図 4 ひび割れのパターン 

 

３、考察 

実験の結果によって下記のように考察される。 

① クラックはほぼ中央付近を中心として十字ラインで発生しており、2 次元の単純支持

境界での撓みによるクラックのパターンであるものと想定される。 

② クラックは発生しているが剥離や崩壊は発生しておらず、繊維の引張応力により吹付

時の状態を保っている。 

③ 脆性崩壊は発生していない。 

したがって 

①  モルタルの引張抵抗力よりポリプロピレン短繊維の引張抵抗力の方が大きく、曲げ

タフネスが機能している。 

②  繊維補強モルタルは引張応力を受ける構造物として充分に機能を発揮する。 

 

4、ポリプロピレン短繊維補強モルタル面の強度の算定 

 モルタル面が荷重を受けて変形しようとする場合、ロックボルトと周囲のモルタルからの拘

束を受ける。ここで、周辺単純支持の四角形のモデルに近似しているとみなして検討を行う。 

弾性力学によれば周辺単純支持の四角形板の最大応力σは 

 σ＝
24

𝜋4
（1+ν）・

𝑎2

ℎ2
・p    （1） 

ただし、ν：モルタルのポアソン比、ｈ：厚み、ａ：辺長、ｐ：等分布荷重 

となる。 

 ν＝0.2を式（1）に代入すると，繊維モルタルの限界応力度σlimtは 

  σlimt＝0.296・
𝑎2

ℎ2
・p＝0.296・

𝑇

ℎ2
   （2） 

   ただし、T：総荷重 

となる。 

  



 

ここで、限界状態となった実験１のデータを式（2）によって繊維補強モルタルの限界応力度

を求める。a=1500mm、ｈ＝70㎜、T＝32700Nを式（２）に代入すると、繊維モルタルの限界

応力度σlimtは 

     σlimt＝0.296×
32700𝑁

702
＝1.975 N／mm2   （3） 

となる。 

 コンクリートのクリープ限度はコンクリート強度の 75~85％である。これを参考にモルタル

のクリープ限度と強度の限度を 0.65 とする。その他、安全係数を 1.5 として考えると、繊維補

強モルタルの許容応力度σaは 

     σa＝σlimt×0.65／1.5 

       ＝0.856 N／mm2     （4） 

となる。  

  荷重 Tの場合、必要なモルタル面の厚さｈは 

 σlimt＝0.296・
𝑇

ℎ2
   

ｈ＝0.544√
𝑇

𝜎𝑎
     （5） 

となる。 

 

実験２ 

5、理論の実証実験 

  荷重 Tを 32700Nの場合、実験によって得られた許容応力とモルタル面の厚み式(5)により

必要な厚さｈは 

 

      ｈ＝0.544√
𝑇

𝜎𝑎
＝ｈ＝0.544√

32700

0.856
 

 

      ＝106ｍｍ≒100ｍｍ 

となる。 

 

テストピース寸法は 1.5ｍ×1.5ｍ、厚み 10ｃｍで、荷重は 3270 ㎏である。テストピースの材料

は 1：4のモルタル、PPファイバー（ポリプロピレン短繊維）は、長さ 3ｃｍ、太さ 0.7㎜の繊維で

ある。繊維混入量はモルタルの 1.0％VOLである。 

装置の仕様はテストピースの厚さを除いて実験１と同じである。 

荷重をかけた際の弾性撓みを図 5に示す。その後のクリープを図 6に示す。 

3270㎏の荷重をかけた時点での弾性撓みは 0.25ｍｍ程度であり、その後、主に気温の変化によっ

て±0.2ｍｍ程度で上下に変動するが、500日以上経過しても撓みはほぼ 0.3㎜程度保っている。 

この結果により実験１と合わせてみると、繊維補強モルタルの許容応力の値と厚みの計算式(5)は

実用上十分な正確さを持っていることを実証することができた。 



 

 

 

図 5 厚み 10ｃｍの弾性撓み 

 

 

 

図 6 10cm モルタルのクリープ 
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