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副題

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1

□２.環境 □６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 2
開発目標 ■2.省力化 ■6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 3
（選択） ■3.経済性向上 □7.作業環境の向上 □11.品質の向上 6

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（32％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　 番号： 1
2.工程 ■1.短縮（50％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号： 1

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 当会員 協会名

会社名： 住所： 〒514-0004

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所： 〒420-0006

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

１）何について何をする技術なのか
SAAMシステムは、グラウンドアンカー工を持続可能な資産として維持管理するためのマ
ネジメントシステムで、アンカー工の面的な緊張力の分布を把握することにより、適切
な維持管理方法（対策工法や範囲等）について提案する技術です。
２）従来はどのような技術で対応していたのか
従来は、センターホール型油圧ジャッキを用いたリフトオフ試験にて対応していた。こ
のジャッキは大型で重いため、クレーン等での搬入撤去、足場の仮設、交通規制等を
伴っていた。
３）公共工事のどこに適用できるのか
グラウンドアンカー工の点検調査および維持管理に適用できる。

静岡県静岡市葵区若松町41番地の1

営業 054-252-1840
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平成19年

□1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　■5.その他

問合せ先

合同会社アンカーアセットマネジメント研究会 三重県津市栄町2丁目418番地

事務局
050-3634-5481

一見　智恵子

054-252-1820

i nf o@shi zuoka-showa. co. j p

saam-i nf o@saam. j p

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

四国地方整備局 平成19年10月4日

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 SAAMシステム
収受受付年月日

平成28年10月17日

変更受付年月日 令和3年10月1日

足場を用いず、交通規制なしで、グラウンドアンカーの緊
張力の分布状態を面的に診断する技術。

開発年

分類

□1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) ■2(3)共同研究(民学)

SK-070009-V 事前審査

活用の効果

緊張油圧ジャッキによるリフトオフ試験
32.0%
50.0%

登録番号

合同会社アンカーアセットマネジ
メント研究会

株式会社相愛、国立
学校法人三重大学

番号：
5

1-1-3.共通工／法面工

評価（事前・事後）

mailto:nakanihon@msc.biglobe.ne.jp#
mailto:saam-info@saam.jp#
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（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1(2)

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

SAAMジャッキを用いたリフトオフ試験積算資料（全地連のホームページに積算資料として公
開しています）。全地連アドレス：https://www.zenchiren.or.jp/

・グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説：（社）地盤工学会
・SAAMジャッキを用いた既設アンカーのり面の面的調査マニュアル（案）：平成22年3月

A-2

1)設置方法
①アンカーキャップを取外し、防錆油を取り除きアンカー頭部を露出する。
②アンカー頭部のテンドン余長部にアタッチメントとジャッキをセットする。
③油圧ホース、ジャッキ、油圧ポンプを連結。また計測装置をジャッキに設置して完了。
2)測定方法（リフトオフ試験）
①リフトオフ試験は（社）地盤工学会：グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説を参考
に実施する。また、リフトオフ試験自動計測ソフトによりデータを管理する。
3)結果の整理
①荷重－変位曲線グラフの作成、残存引張り力の算出等を行い、平面的な緊張力分布図を作
成。また、アンカー工の状態を評価し、必要に応じて維持管理や対策工の提案を行う。

□1(1).歩掛りあり（標準）　■1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

リフトオフ試験調査費：￥1,310,000.-
（アンカー10本調査時の場合、のり面中規模、のり勾配0.8）

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（　　有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
1)小型・軽量化したため、使用するジャッキのストローク長が20mmと短いため、残存引張り
力のみの確認となり、別途アンカー耐力等の確認が必要になります。

（長　所）
1)省力化・影響抑制：機器の搬入撤去はすべて人力で行えるためクレーン等が必要なく、そ
れに伴う交通規制を必要としない。
2)経済性：足場の設置など大掛かりな設備が不要となるため、低コストで試験ができる。
3)施工性：短期間で試験を行うことができる。また、狭い場所での試験も可能である。
4)リフトオフ試験自動計測ソフトの使用により、ミス防止、データ整理等の短縮ができる。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
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（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 ■1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1
特許番号 第3893601号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

小型・軽量新型アンカーメンテナンスジャッキの開発（土と基礎Vol.55、No.4pp39～41、2007）

課題：効率的なアンカー材料の健全性評価
計画：効率的なアンカー材料の健全性評価手法の開発（開発中）

SAAMジャッキの品質を実験により確認した。

ジャッキ・キャリブレーション試験成績書

・必要に応じて搬入路等の伐採作業が必要となります。
・ロープ高所作業の調査として安全を確保する必要があります。
・のり面の面的調査は、全アンカー本数の1/2～1/4程度を目安とした間引き調査が必要。

（適用できる条件）
①現場条件：試験するアンカーから半径10m以内に1m×2m程度のスペースが確保できること。落石
ネットがある場合は、アンカーと落石ネットの距離が1.0m以上確保できること。
②適用範囲：試験荷重は1500kN以下で、作業床を設けることが困難な現場等に適する。

・アンカー工のり面の下見を行い、試験箇所や搬入方法などの検討が必要です。
・施工後長時間経過したアンカー工については劣化の恐れがあり、破断等に対して十分な安全対
策の検討が必要となります。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 SAAMシステム

A-3

（適用できない条件）
アンカーの破断等の危険性が確認されたものや安全上試験を行うことが不適当と判断される場
合、SAAMジャッキが設置できない現場、ストロークを要する初期定着及びアンカー耐力の確認を
必要とするアンカーについては適用できない場合があります。
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実績件数 公共機関： 48件 民間：

発　注　者 施工時期
国交省　東北地方整備
局酒田河川国道事務所

2015／10
～
2015／10

北陸農政局　柏崎周辺
農業水利事業所　関川
用水農業水利事業建設
所

2015／10
～
2015／10

北陸農政局　整備部防
災課

2015／11
～
2015／11

愛媛県南予地方局八幡
浜土木事務所

2015/9
～
2015/12

高知県須崎土木事務所 2016/1
～
2016/3

高知土木事務所 2016/5
～
2016/5

愛媛県中予地方整備局
久万高原土木事務所

2016/1
～
2016/6

東日本高速道路（株） 2014/7
～
2015/6

中日本ハイウェイエンジ
ニアリング名古屋（株）

2015/8
～
2016/2

東日本高速道路（株）東
北支社

2015/9
～
2015/11

地方第09-05-503号国道197号地域
の安全安心推進調査委託業務

No.28高知-2

酒田河川国道事務所管内防災点検
業務

関川用水（1期）農業水利事業笹ヶ峰
ダム周辺地質調査業務

笹ヶ峰地区地すべり移動観測機器設
置等業務

西道防減第203号測の1（国）197号地
質調査委託業務

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 SAAMシステム

工　事　名

平成27年度東北支社管内切土のり
面健全度調査業務

高山管内グラウンドアンカー調査

砂防減第128号測の2（地）段地区他
調査委託業務

平成26年度八重根漁港道路擁壁健
全度調査委託

59件

CORINS登録No.
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防護ネットがある現場での調査状況 高所でも足場なしで調査が可能

SAAMジャッキ設置状況 のり面の面的健全度評価

従来ジャッキを使用 SAAMジャッキを使用

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 SAAMシステム
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