
建築地盤アンカー正誤表.doc　 1/4

「建築地盤アンカー設計施工指針･同解説(2001年版)」正誤表
2001.10.12 (第 1回目)

ﾍﾟｰｼﾞ 位置 誤 正
37 解説表1.1　(指針名の欄) 地盤工学会グラウンドアンカー1.1) 地盤工学会グラウンドアンカー
37 解説図1.3 本設鉛直アンカー，本設斜めアンカー 本設鉛直地盤アンカー，本設斜め地盤アンカー
38 解説図1.4　(図の名称) …定着方式による分類1.1)，1.2) …定着方式による分類1.2)，1.3)

67 下から13行目 … 増分土圧を考えるものある． … 増分土圧を考えるものがある．
73 解説表4.1　(単位質量の欄) kg/km kg/m
75 解説図4.4 下図のように修正する。

78 上から2行目 …定着体先瑞に金具などを… …定着体先端に金具などを…
81 解説表4.7 長期材齢時強度 長期時強度
83 解説表4.10　(項目の欄) ブリーディング量の比 ブリージング量の比
86 上から20行目 …ポリプロプレン… …ポリプロピレン…
87 解説図4.7　上から4番目 …波形ポリエチレンシース… …波形ポリエチレン製シース…
88 上から15行目 …もので，このシース加工は… …もので，このアンボンド加工は…
104 解説図6.6 「Yes」，「No」が反対
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104 解説図6.6 設計アンカーの算定 設計アンカー力の算定
105 上から3行目 …によることとしここでは，図中の… …によることとし，ここでは，図中の…
105 解説図6.7 切梁のばね 地盤アンカーの水平ばね
105 解説図6.8 切梁支点 地盤アンカー支点
120 解説図6.25，6.26 解説図6.25 引張型アンカーの荷重伝達，解説図6.26 圧縮型ア

ンカーの荷重伝達式
図の名称をそのままにして，相互の図を入れ替える

120 下から2行目 …一定に発揮されのではなく… …一定に発揮されるのではなく…
122 式番号「3.2.21」 「6.2.21」
122 解説図6.30 　下図のように修正する。

122 下から6行目 …とおり定着体長が3ｍを… …とおり先端から定着体長が3ｍを…
123 式(6.2.22) Pd≦｛(3+l)+（La-3-l）×τa×π×Da Pd≦｛(3+l)+（La-3-l）×0.6｝×τa×π×Da

123 解説図6.31　(図の名称) 多層地盤における低減の方法 多層地盤における許容摩擦応力度の低減方法(引張型アンカ
ー)

133 下から8行目 … 予測して初期緊張力を … … 予測して導入緊張力や初期緊張力を …
138 最下行 … 定着すること再緊張可能な … … 定着すること，再緊張可能な …
148 解説図7．8　右側縦軸 Tai=min(0.75Tsu、0.85Tsy)

Tat=min(0.7Tsu、0.85Tsy)
Pt＋ΔP1t

Tai=min(0.75Tsu、0.85Tsy)
Tat=min(0.7Tsu、0.8Tsy)
Pt＋ΔP1

148 解説図7．8　右側（凡例）　定着体引張材検討用緊張力  定着体、引張材検討用緊張力
148 解説図7．8　（常水位回復

時の引張材の許容引張力）
Pt＋ΔPi≦Tat Pt＋ΔP1≦Tat

148 解説図7．8　中央付近 有効引張力（Pc） 設計アンカー力（設計上の有効緊張力）
150 最下行 …構造物に作用する応力… …構造物に発生する応力…

0m
0
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152 7．4．6の本文 …7．3．6（本設鉛直地盤アンカーの設計）… … 7．3．7（定着体および引張材の設計）…
152 上から5行目 … 本指針7．3．6にしたがって … … 本指針7．3．7にしたがって …
156 解説表8.1 (チェックの方法

＋削孔長の欄)
検尺イープ 検尺テープ

158 解説表8.2　表のタイトル
　　　　　 (質量)の欄

施工機械概略質量表 (例)
質量

施工機械概略重量表 (例)
重量

159 解説表8.3 (ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ
式の欄)

組合 組み合わせ

164 解説図8.6 (②の説明文) …注入停止と同じに… …注入停止と同時に…
165 解説表8.4 山止め壁孔口に… 山留め壁孔口に…
169 上から8行目 供試体の作成，養生… 供試体の作製，養生…
176 下から2行目 第5章5.5ｃ表5.4 第5章5.5ｂ表5.4
182 9.2.2本文中　上から7行目 　加力速度＝計画最大荷重／150～200（kN/min） 加力速度＝計画最大荷重／15～20（kN/min）
184 解説図9.5の右側端 　（できあがりのイメージです） 削除
185 9.2.3本文　上から4行目 　測期間中 観測期間中
185 9.2.3本文中の 式(9.2.2) 　log(t2/tl) 　log(t2/t1)
185 9.2.3本文中　下から7行目 　Ｐto：緊張力（t） Ｐto：緊張力（kN）
189 9.3.2本文中の表9.2　上の表　×Pb 　×Pd

190 上から8行目 　…関係を表す統合図… …関係を表す総合図…
190 解説図9.7の右側端 　割孔長　　割孔径　　引張計自由長

　引張材種類φ　12.7-9本
削孔長　　削孔径　　引張材自由長
引張材種類　φ12.7-9本

191 上から4行目、5行目、10行
目

　…グラウト… …注入材…

191 上18行 　ばらつきの範囲に近いので工場で ばらつきの範囲に近いので，工場で
191 上から8行目 …十分に緊張力で伝達されて… …十分に緊張力が伝達されて…
191 上から15行目 …ばらつきを小さくしたこと性能の… …ばらつきを小さくしたこと，性能の…
197 解説図10.1 山留め平面内中央部にある凡例記号を削除する
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201 解説図11.2 　下図のように修正する。

201 解説図11.3　(b)グリップ定
着型

リップ グリップ

207 解説図11.7　 (凡例)

208 解説図11.9 アンカー体の縦線を削除
210 解説図11.14　(b) 第三耐荷体→第二耐荷体 第三耐荷体→第一耐荷体
211 解説図11.15　右スペースに 「アンカー径：φ115mm程度」を追記
211 上から11行目 …このような傾向は見られていない． …このような傾向は見られない．
213 下から6行目 以下に，設計時アンカー力… 以下に，設計アンカー力…
216 上から3行目 …留意しなければならない，除去式… …留意しなければならない．除去式…
216 上から13行目 …除去するのが望ましい，引抜きに… …除去するのが望ましい．引抜きに…
216 上から17行目 …確認試験等の結果を郡ごとにまとめる． …確認試験等の結果を群ごとにまとめる．
220 解説図11.19　縦軸 塑性変位量 弾性変位量
220 解説図11.19　縦軸 弾性変位量 塑性変位量

以上

耐荷体シーブ径耐荷体シーブ径耐荷体シーブ径耐荷体シーブ径

　　本試験(φ15.2mm)
　　本試験(φ12.7mm)
　　5)の図 11 (φ12.7mm)
　　5)の図 12 (φ12.7mm)

　　φ15.2mm11.2)

　　φ12.7mm11.2)

　　φ12.7mm11.1)

　　φ12.7mm11.1)


