
＜液化石油ガス法施行規則関係技術基準（KHKS 0739）で新たに規定する内容＞ 

○．地上設置式バルク貯槽に係るあと施工アンカーの構造等（案） 

 

 地盤面上に設置するバルク貯槽（以下「地上設置式バルク貯槽」という。）を基礎と固定する

方法として、あと施工アンカーにより行う場合の構造、設計、施工等は次の基準によるものと

する。 

 

１．あと施工アンカーの構造及び種類 

 あと施工アンカーとは、アンカー本体又はアンカー筋の一端をコンクリート製の基礎に埋

め込み、バルク貯槽の支柱やサドル等に定着することで、基礎との固定が可能なものである。 

現在、国内におけるあと施工アンカーの種類は、金属系アンカーと接着系アンカーに分け

ることができる。 

バルク貯槽の固定にあと施工アンカーを用いる場合、バルク貯槽に生ずる荷重に応じたあ

と施工アンカーを選定する必要があり、あと施工アンカーの製造事業者が公表している物理

的性能から判断することが必要となる。 

 

２．設 計 

（１）設計上検討すべき荷重 

あと施工アンカーに生ずる荷重は、地震力によって生ずるもののうち、次のものを対象

とする。 

このとき、バルク貯槽の生ずる荷重も考慮すること。 

① アンカー本体に生ずる引抜力 

② アンカー本体に生ずるせん断力 

③ ①及び②の組み合わせ 

④ アンカーの引抜き伴い生ずるコンクリートのコーン状破壊 

（２）アンカーに発生する応力 

  あと施工アンカーに発生する応力は、上記荷重に基づき次の算式により計算すること。 

① 引張応力 
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上記①及び②の算式において、記号は次の値を示す。 

σST：あと施工アンカーに生ずる引張応力（単位 kN/mm2） 

PST ：地震時引張力であって、次の算式により計算すること。（単位 kN） 
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たて置式バルク貯槽の場合 
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横置式バルク貯槽の場合  
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この算式において、記号は次の値を示す。 

WV： 運転重量（バルク貯槽及び内容物の合計重量）（単位 kN） 

FSV： バルク貯槽に生ずる設計静的鉛直地震力であって、次の算

式により計算すること。（単位 kN） 

VSVSV WKF ⋅=  

この算式において、記号は次の値を示す。 

KSV ： 設計静的鉛直震度であって、0.6 とする。 

WV ： 前出のとおり。 

Ms： バルク貯槽に生ずる地震時転倒モーメントであって、次の

算式により求めること。（単位 kN･mm） 
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この算式において、記号は次の値を示す。 

KSH ： 設計静的水平震度であって、1.2 とする。 

hGV ： バルク貯槽の重心位置における高さ（単位 mm） 

Wl ： バルク貯槽に充てんされるＬＰガスの最大重量（単

位 kN） 

hGV ： バルク貯槽に充てんされる最大重量となるＬＰガ

スの重心位置における高さ（単位 mm） 

WV ： 前出のとおり。 

D：  たて置式バルク貯槽における支柱又はレグの中心からなる円の

直径（単位 mm） 

L：  横置式バルク貯槽の支柱又はレグの間隔であって、長手方向又は

周方向のいずれか短い方の値（単位 mm） 

Ａb ： アンカーボルトの断面積（単位 mm2） 

ｎ ： アンカーボルトの本数 

τS ： あと施工アンカーに生ずるせん断応力（単位 kN/mm2） 

FSH ： 設計静的水平地震力であって、次式により求めること。（単位 kN） 

HSHSH WKF ⋅=  

この算式において、KSH 及び WV は前出のとおり。 



③ コンクリートのコーン状破壊 注１）（アンカー１本当たりの引抜き力の算出 注２）） 
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この算式において、記号は次の値を示す。 

Rb ：アンカーボルト１本当たりの引抜力（単位 kN） 

FSH ：設計用水平地震力（単位 kN） 

hGV ：バルク貯槽の重心位置における高さ（単位 mm） 

WV ：バルク貯槽の運転重量（単位 kN） 

FSV ：設計用鉛直地震力（単位 kN） 

ℓ ：検討する方向のアンカー間の長さ（単位 mm） 

ℓG ：ℓ の 1／2 の値 
FSH 、WV  FSV  n ： 前①に掲げる値と同じ 

注１）あと施工アンカーによる固定は、コンクリート基礎を施工した後にバルク貯槽を固定する方法で

あるため、当該アンカーに生ずる引抜力がコンクリートの定着性に問題がない場合でも、コンクリ

ート全体の強度が低いと、コンクリートが破壊するような現象に至る。これをコンクリートのコー

ン状破壊という。 

バルク貯槽は、あと施工アンカーで固定しているものが多いので、このような評価を加えている。 

注２）「建築設備耐震設計・施工指針 2005 年版」（財団法人日本建築センター発行）の規定による。 

（３）設計評価 

① 引張、せん断及びこれらの組み合わせ 

 あと施工アンカーがバルク貯槽を固定していることの評価は、上記（２）で算出し

た応力又は荷重が実際に用いるアンカーの材料等から定まる許容応力の範囲内（アン

カーの許容応力は高圧ガス設備等耐震設計基準（昭和 56 年通商産業省告示第 515 号）

第 16 条で規定するものとする。）であることを確認する。 

 なお、あと施工アンカーの材料として、バルク貯槽の施工後に発生する腐食を考慮

し、ステンレス又は防食措置を講じたものを使用することが望ましい。 

また、あと施工アンカーの引抜き力は、基礎と完全に固定する条件でないので、メ

ーカが公表している数値を用いることができる。 

② アンカーの引き抜きに伴うコンクリートのコーン状破壊 

コンクリートのコーン状破壊におけるコンクリート側の許容応力 Ta を次式により

求め、（２）③で算出した Rb が Ta の値以下であることを確認する。 

CCa AFT ⋅⋅= 123.0 φ  注３） 

この算式において、記号は次の値を示す。 

Ta ：定着したアンカーボルトが引き抜かれるときにコーン状破壊によって生ず

る許容引抜力（単位 kN） 



φ1 ：低減係数であって、地震時（短期荷重）を検討する場合は 0.6 

FC ：コンクリートの設計基準強度であって、21（単位 N/mm2） 

AC ：コンクリートのコーン状破壊面の有効水平投影面（単位 mm2） 

（備考） 

注３）「建築設備耐震設計・施工指針 2005 年版」（財団法人日本建築センター発行）の規定による。 

③ 設計変更 

 上記①及び②に基づき評価した結果、あと施工アンカーが十分な大きさを得ること

ができなかったときは、アンカー径及びアンカー穴深さを変更し、再設計する必要が

ある。 

（４）簡易評価 

 表１に掲げるアンカーを用いた場合は、上記（１）から（３）の評価を省略することが

できる。 

 

表１ あと施工アンカーを用いた場合の簡易評価結果一覧 

バルク貯槽の型式 たて置式 横置式 

３本 ４本 ４本          バルク貯槽の 

支柱数等 

バルク貯槽の貯蔵能力 
呼び径 

埋込

深さ
呼び径

埋込 

深さ 
呼び径 

埋込 

深さ 

貯蔵能力 150kg 未満   M8 以上 6 以上 M8 以上 6 以上 

貯蔵能力 150kg 以上 300kg 未満 M10 以上 6 以上 M10 以上 6 以上 M10 以上 6 以上 

貯蔵能力 300kg 以上 500kg 未満 M12 以上 6 以上 M12 以上 6 以上 M12 以上 6 以上 

貯蔵能力 500kg 以上 1000kg 未満 M20 以上 7 以上 M16 以上 7 以上 M16 以上 7 以上 

貯蔵能力 1000kg 以上 3000kg 未満   M24 以上 25 以上 M24 以上 16 以上 

（備考）埋込深さの単位は cm とする。 

 

３．施工 

 あと施工アンカーの施工にあたっては、以下の基準、指針等を参考にして、適切に実施す

ること。 

（１）あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針（平成 18 年 7 月国土交通省住宅局

建築指導課） 

（２）JCAA あと施工アンカー技術資料（2005 年 5 月（社）日本建築あと施工アンカー協会） 

 


