
JP 4146878 B2 2008.9.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１回長手方向に折られたパイプ（１）を有するアンカーを設置するためのプ
ロセスで、そのパイプ（１）が、穿孔された穴に押し込まれた後で内側の圧力を用いて拡
大され、その特徴が、パイプ（１）を拡大した後で、アンカーの内側端部に設けられたエ
ンド・ピース（１３）が開いて、かつ、アンカーのパイプ（１）の内側と穿孔された穴の
間の結合状態を解除すること、硬化用の塊がパイプ（１）の前端と、穿孔された穴、その
穿孔された穴から伸びている隙間及び割れの間の空間（８）を充填すること、最終的に、
硬化用の塊が硬化できること、
であるプロセス。
【請求項２】
　硬化用の塊として、流動性結合用の塊が用いられることを特徴とする請求項１に記載さ
れたプロセス。
【請求項３】
　セメント・ベースの流動性結合用の塊が硬化用の塊として用いられることを特徴とする
請求項２に記載されたプロセス。
【請求項４】
　硬化用の塊としてプラスチックを用いることを特徴とする請求項１に記載されたプロセ
ス。
【請求項５】
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　化学反応により硬化するプラスチックが用いることを特徴とする請求項４に記載された
プロセス。
【請求項６】
　エポキシ樹脂を用いることを特徴とする請求項５に記載されたプロセス。
【請求項７】
　硬化用の塊として、溶融した液状で注入されるプラスチックを用いることを特徴とする
請求項４に記載されたプロセス。
【請求項８】
　パイプ１を拡大するために、流体特に１００－５００バールの圧力の水がアンカーのパ
イプ（１）に供給されることを特徴とする請求項１－７のひとつに記載されたプロセス。
【請求項９】
　エンド・ピース（１３）を開くためにパイプ（１）を拡大した後で、パイプ（１）を拡
大するために添加された流体内の圧力が上昇することを特徴とする請求項８に記載された
プロセス。
【請求項１０】
　エンド・ピース（１３）が、事前決定された破壊点の領域（溝１７）での破損により開
かれることを特徴とする請求項１から９のひとつに記載されたプロセス。
【請求項１１】
　封止用のプラグ（２１）を押出すことによりエンド・ピース（１３）が開くことを特徴
とする請求項１から９のひとつに記載されたプロセス。
【請求項１２】
　請求項１から１１のひとつに記載されているプロセスが実行され、少なくとも一個所の
長手方向の折り目（３）を有するパイプ（１）を有し、その場合、穿孔された穴に最初に
挿入されるパイプ（１）の後端で、その時点では閉じているエンド・ピース（１３）があ
り、かつ、その場合、そのエンド・ピース（１３）がパイプ（１）で生じている圧力の作
用で開くことができる時点で用いるためのアンカー。
【請求項１３】
　パイプ（１）の両端で、パイプ（１）に密に結合されたスリーブ（７、９）があること
を特徴とする請求項１２に記載されたアンカー。
【請求項１４】
　アンカーのパイプ（１）の内側端部に設けられたスリーブ（９）にエンド・ピース（１
３）が結合していることを特徴とする請求項１３に記載されたアンカー。
【請求項１５】
　その閉じた端部（１５）のエンド・ピース（１３）が事前決定された破壊点（溝１７）
を有していることを特徴とする請求項１２から１４のひとつに記載されたアンカー。
【請求項１６】
　事前決定された破壊点（溝１７）の外側にあるエンド・ピース（１３）の端部が先端部
（１５）を有していることを特徴とする請求項１５に記載されたアンカー。
【請求項１７】
　エンド・ピース１３がその外端（１９）に挿入されたプラグ（２１）を有している請求
項１２から１６のひとつに記載されたアンカー。
【請求項１８】
　エンド・ピース（１３）の内側にねじを有する端部（１９）の領域でプラグ（２１）が
挿入されている、特にねじを設けていることを特徴とする請求項１７に記載されたアンカ
ー。
【請求項１９】
　エンド・ピース（１３）がアンカーの内側スリーブ（９）に結合されたパイプであるこ
とを特徴とする請求項１２から１８のひとつに記載されたアンカー。
【請求項２０】
　エンド・ピース（１３）の反対側になるアンカーのパイプ（１）の外側端部に、アダプ



(3) JP 4146878 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

ター受入れピース（３１）があり、そのなかで、加圧流体を供給するためのアダプター（
３５）と硬化材特に流動性の結合用塊を供給するためのアダプター（３７）を交互に固定
できることを特徴とする請求項１２から１９のひとつに記載されたアンカー。
【請求項２１】
　アダプター受入れピース（３１）が内ねじ（４１）を付けていて、又、外ねじ（３９）
を付けたアダプター（３５、３７）がアダプター受入れピース（３１）にねじ込むことが
できる請求項２０に記載されたアンカー。
【請求項２２】
　硬化用の塊を供給するためのアダプター（３７）がその硬化用の塊のための送出用ホー
スを結合するために迅速着脱用継手（３８）を付けていることを特徴とする請求項２０又
は２１に記載されたアンカー。
【請求項２３】
　アダプター受入れピース（３１）内に逆止弁（３４）があることを特徴とする請求項１
９から２２のひとつに記載されたアンカー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はグランド・アンカー（ｇｒｏｕｎｄ　ａｎｃｈｏｒ）及びロック・アンカー（
ｒｏｃｋ　ａｎｃｈｏｒ）のようなアンカーの設置プロセス（ｐｒｏｃｅｓｓ）に関する
。
【０００２】
　さらに、本発明は本発明の請求項のようなプロセス内で使用できるアンカーに関する。
【背景技術】
【０００３】
　特許文献１は最初に指名されたタイプのプロセスを開示している。
【０００４】
　この公知のプロセスでは、長手方向で内側に折られたパイプ（ｐｉｐｅ）を有するアン
カー（ロック・アンカー）が穿孔された穴の中に置かれて、折られたパイプの中の圧力を
高めることにより拡大される。パイプの外面が穿孔された穴の内面に置かれ、それゆえ、
穿孔された穴にアンカーを固定する。
【０００５】
　公知のロック・アンカーでは、パイプの前端が閉じていて、パイプの後端、それゆえ、
穿孔された穴の開口部（穿孔された穴の外端）に近い端部をホース（ｈｏｓｅ）又はパイ
プに接続している。そのホース又はパイプを経由して加圧流体（特に水）をパイプの内側
に導入して、それを拡大できる。
【０００６】
　公知のプロセス及び公知のロック・アンカーの欠点は、摩擦によって、及び、積極的ロ
ッキング（ｌｏｃｋｉｎｇ）によってのみ穿孔された穴の中に固定されるが、穿孔された
穴の周囲の土又は岩の圧縮のようなインジェクション・アンカー（ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　
ａｎｃｈｏｒ）の好ましい副作用が生じないことである。
【特許文献１】米国特許第４，４５９，０６７　Ａ　号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、前記の不利益を有さず、かつ、迅速に得られ、かつ、恒久的に信頼で
きるアンカーの固定が達成され、このプロセスで使用できる最初に述べたタイプ（ｔｙｐ
ｅ）のプロセスとアンカーを工夫することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、主要プロセスの請求項の機能を持つプロセスに関して、又、アンカーに注
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目した独立請求項の機能を持つアンカーに関して達成される。
【０００９】
　本発明の好ましく、有利な実施例は従属請求項の対象になっている。
【００１０】
　本発明の請求項によるプロセスに従って設置されたアンカーは、穿孔された穴の内面に
確実に置かれるので、確実かつ恒久的に付着する。なぜなら、アンカーの拡大されたパイ
プ壁が確実なロッキングと摩擦を与えていて、隙間、割れ目及び（又は）より軟質材料の
領域の中に向って変形していく。しかし、アンカーが挿入される岩又は土が追加された硬
化用の塊（ｍａｓｓ）により穿孔された穴の下端領域で、圧縮されるという利点も有して
いる。どんな場合でも、穿孔された穴の底に存在する隙間又は割れ目がその塊により充填
される。
【００１１】
　本発明の請求項のアンカーは、例えば、特許文献１で公知になっている、又、“Ｓｗｅ
ｌｌｅｘ”と呼ばれている公知の摩擦パイプ・アンカーから発展したものである。本発明
の請求項のアンカーでは、摩擦により、又、下層への機械的（積極的固持型）結合により
、その両方で、力が下層に伝えられる。
【００１２】
　さらに、本発明の請求項のアンカーは、そのアンカーを土壌改良のための注入用ランス
（ｌａｎｃｅ）としても使用できる。もし、トンネル工事の前方にある開放面又は岩石層
を覆う土壌層が、一定環境の下で、構造の全体的安定性が危険になるような圧縮圧力によ
り影響を受ける場合、一定深さでの、又は、一定深さから始まる土壌改良は特に重要であ
る。
【００１３】
　本発明の枠組みの中で、　基本的に、アンカー・モルタル（ａｎｃｈｏｒ　ｍｏｒｔａ
ｒ）、ポルトランドセメント（Ｐｏｌｔｌａｎｄ　ｃｅｍｅｎｔ）及び他の十分に粒径が
小さな他のセメントが、しかし、合成樹脂及び他の注入材料も硬化用の塊（注入材料）と
して使用しうる。
【００１４】
　本発明の請求項にあるプロセス内の硬化用の塊はグラウト（ｇｒｏｕｔ）（基本的に水
、セメント及び選択肢として例えばフライアッシュ（ｆｌｙ　ａｓｈ）のような微粒子骨
材の混合物）のような水硬性の塊とすることができ、又はモルタル（ｍｏｒｔａｒ）（基
本的に水、セメント及び小さな粒径の骨材）を使用しうる。この場合、本発明の請求項の
プロセスは、依然として、アンカー内部を硬化用の塊による腐食から防護するという利点
を有する。
【００１５】
　硬化用の塊はプラスチック（ｐｌａｓｔｉｃ）にでき、例えば溶融して液状になって添
加され、さらに冷却で固化する、又は、配置後に化学反応により硬化する。
【００１６】
　一般的に言えば、本発明の請求項のプロセスで用いられた手順を以下に示すことができ
る。
【００１７】
　必要な長さで、かつ、関連製品（アンカー）が作られる時点で必要な穿孔された穴が作
られる。拡大可能なアンカーこの穿孔された穴の中に置かれる。特に、アダプター（ａｄ
ａｐｔｅｒ）を用いて、アンカーがポンプ（ｐｕｍｐ）に接続され、水が注入され、アン
カーの側面の折り目が無くなるまで、そして、パイプが穿孔された穴の壁に密着するまで
加圧される。その後の手順で、輪郭が拡大して、穿孔された穴の直径の不規則部分が充填
される。割れ目又は空洞内で輪郭が拡大して、可能な最大直径になり、それにより、正常
に穿孔された穴の限定的拡大に対して、機械的（積極的固持型）アンカーリング（ａｎｃ
ｈｏｒｉｎｇ）が形成される。これが達成された後で、圧力がさらに上昇して、特のこの
目的のために意図した溝の領域で、先端が開き、穿孔された穴の下で分離される。この点
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で、以前に用いられ、それを通して水を導入していたアダプターが注入アダプターにより
置換えられ、注入材料がアンカーの分離した先端を通してグラウンド（ｇｒｏｕｎｄ）に
送られる。グラウティング（ｇｒｏｕｔｉｎｇ）材料（注入材料）が圧力下で導入される
。摩擦及び所定寸法のアンカーによる機械的なアンカーと下層の結合による結果としての
圧力がそれにより捕捉されるので、アンカーはピストン作用で穿孔された穴から押出され
ることはない。
【００１８】
　本発明の請求項が示すプロセス内で使用できるアンカーが、前端、それゆえ、穿孔され
た穴に事前に導入されている端部で、例えば、エンド・ピース（ｅｎｄ　ｐｉｅｃｅ）を
有していて、それは例えばパイプに接続するためにそこに設けられたスリープ（ｓｌｅｅ
ｖｅ）に取付けられている。そのエンド・ピースは、穿孔された穴の内側に配置するため
にパイプを拡大したときに加えられた圧力より高い圧力で開く。それで硬化用の塊をパイ
プを通じて押すことができる。それでエンド・ピースを開いて、穿孔された穴の中に押す
ことができる。
【００１９】
　本発明の請求項のアンカーをその端部で支えることができ、その端部を穿孔された穴の
アンカー・プレート（ａｎｃｈｏｒ　ｐｌａｔｅ）に置かれ、そのアンカー・プレートは
そのアンカーの外端スリーブ上の土又は岩の側で支持されている。
【００２０】
　本発明の請求項のアンカーは、インジェクション・ドリル・アンカー（ｉｎｊｅｃｔｉ
ｏｎ　ｄｒｉｌｌ　ａｎｃｈｏｒ）と組合わせることができる。これは、本発明の請求項
のアンカーが迅速に耐荷重能力を持ち、かつ、インジェクション・アンカーが長期の耐荷
重能力を有するという利点がある。
【００２１】
　本発明の他の詳細、機能及び利点が、添付図面を参照した以下の説明から明らかになる
。
【実施例１】
【００２２】
　本発明は図面にも示されているロック・アンカーの例を主として用いて以下に説明して
いるけれども、本発明は基本的に全てのタイプのアンカーを、主として最初に指名された
タイプを使用でき、それゆえ、土中及び同様の軟質下層でも使用できることを強調しなけ
ればならない。
【００２３】
　図１に示したロック・アンカーは、パイプ１を有し、その中間領域に図２に部分的に示
した断面形状を有している。それゆえ、パイプ１が長手方向に伸びていて、内側を向いた
折り目３を有していて、パイプ１の壁の一部が中央部分で内側に折曲げられていて（図２
）、いくぶんオメガ（Ω）型に見える。逆に、パイプ１の端部領域では長手方向の折り目
３が内側に折られて、実質的にお互いに平行に走る２枚の壁部分５を有している（図３）
。
【００２４】
　上記のパイプ１の端部は、図３に示された断面形状を有していて、これらの端部に置か
れたスリーブ７及び９に接続している。特にスリーブ７、９がパイプ１の端部に溶接部１
１により結合している。
【００２５】
　エンド・ピース１３がパイプ１の内側端部に、特に、パイプ１のこの端部に接続してい
るスリープ９に接続している。
【００２６】
　エンド・ピース１３が閉じているが、一定圧力（パイプ１を拡大するために必要な圧力
より高い圧力）で、開いて、エンド・ピース１３とパイプ１の内部への出入の障害を無く
すように作られている。エンド・ピース１３の可能な実施例が図４及び６にも１０、１１
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として示されている。
【００２７】
　図４に示す実施例で、エンド・ピース１３は先細の端部１５を有していて、それは溝１
７、それゆえ弱くした部分、によりそのエンド・ピース１３の筒状部分に結合している。
パイプ１内が一定圧力に達すると、エンド・ピース１３の壁が溝１７の領域で破壊して、
例えば、溶接部１０によりスリーブ９に接続しているパイプの端部が開く。
【００２８】
　図６に示す実施例では、エンド・ピース１３が内ねじを設けてある自由端１９を有する
パイプとして作られている。プラグ（ｐｌｕｇ）２１がその内ねじにねじ込まれるので、
図６に示す実施例のエンド・ピース１３はその時点では閉じられている。パイプ１又はス
リーブ９内が一定の内圧に達すると、プラグ２１が、プラグ・ホルダー（ｐｌｕｇ　ｈｏ
ｌｄｅｒ）として作られているエンド・ピース１３の端部１９から押される。それで、こ
の実施例の場合、パイプ１の内側がその周辺に、それゆえ、穿孔された穴の内側に結合さ
れる。
【００２９】
　アダプター受入れピース３１はスリーブ７を介して、図７に示されているパイプ１の他
端に結合される。それはスリーブ７及びエンド・ピース１３によりパイプ１の内側端部と
向かい合っている。例えば、アダプター受入れピース３１が溶接部３３によりスリーブ７
に結合されている。そのアダプター受入れピース３１は穿孔された穴の開放端部分に位置
していて、穿孔された穴の中にはロック・アンカーが固定される。アダプター受入れピー
ス３１には逆止弁３４を設けることができ、それは流れ方向でのみパイプ１内に開かれて
いるので、加圧流体と硬化用の塊がロック・アンカーから出るのを阻止している。
【００３０】
　Ｅｉｔｈｅｒ［ｓｉｃ：原文のまま表記］、図８に示すアダプター３５は加圧流体特に
水をパイプ１の内部に供給するためのもので、アダプター受入れピース３１に結合できる
。
【００３１】
　代わりに、図９に示されていて、硬化用の塊特にグラウト又はモルタルのような流動性
の結合用塊を押し込むために用いられるアダプター３７をアダプター受入れピース３１に
置くことができる。
　図９のアダプター３７が迅速着脱用継手３８を装備できるので、硬化用の塊を送るポン
プから来ているホース（ｈｏｓｅ）を迅速に結合することができる。
【００３２】
　アダプター３５及び３７には外ねじ３９を設けることができ、それをアダプター受入れ
ピース３１の内ねじ４１にねじ込むことができる。
【００３３】
　例えば、上記のように、穿孔された穴の中にロック・アンカーを固定した後で、アイボ
ルト（ｅｙｅ　ｂｏｌｔ）（ＤＩＮ　５８０）のような要素をそのアダプター受入れピー
ス３１に取付けることができる。
【００３４】
　上記のロック・アンカーを穿孔された穴に固定するための手順は以下の通りである。
【００３５】
　まず最初に、エンド・ピース１３を挿入されたロック・アンカーを事前に作られた穿孔
された穴の中に押し込む。これが行われたらすぐに、加圧流体（例えば、約１００－５０
０バール（ｂａｒｓ）の圧力を持つ水）を、アダプター３５を経由してパイプ１の内側に
供給する。アダプター３５はねじ込みによりアダプター受入れピース３１に取付けられる
。パイプ１内に生じている圧力の作用により、パイプ１は、その長手方向の折り目３が開
くことにより拡大するので、その外面を穿孔された穴の内面に密に接触するように押付け
る（図５）。これが生じるやいなや、アダプター３５を、ねじを弛めることによりアダプ
ター受入れピース３１から外して、アダプター３７をアダプター受入れピース３１にねじ
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込むことにより、アダプター３７（図９）により置換えることができる。この時点で、硬
化用の塊、特に対応するポンプから送られたグラウト又はモルタルがアダプター３７（図
９）を通って圧力で押し込まれる。そうすることで、硬化用の塊の圧力が、パイプ１が流
体により拡大されたときに、事前に働いた圧力よりも高くなる。それで、そのエンド・ピ
ース１３から分離された先端部１５によるか（図４）、溝１７の領域で、又は、プラグ・
ホルダー１９から押出されたプラグ２１により壁を破壊することにより、エンド・ピース
１３が開く。これが生じるやいなや、まず、パイプ１を拡大するのに用いられた流体特に
水が、次ぎに、スリーブ９及びエンド・ピース１３を経由してパイプ１から出た硬化用の
塊が穿孔された穴に入る。硬化用の塊、特に流動性の結合用塊が、ここで、折り目３の残
りと穿孔された穴の内面の間でパイプ１の拡大後に残った空間８に充填される（図５）。
さらに、硬化用の塊が割れ又は破砕部に浸透する。割れ又は破砕部は穿孔された穴の前端
から進むので、ロック・アンカーが置かれ、主として穿孔された穴の底部を囲む領域のマ
テリアル（ｍａｔｅｒｉａｌ）（岩、石等）を圧縮する。
【００３６】
　ひとつの修正された手順で、図８のアダプター３５を経由して供給された流体を最初に
用いて、折り目３を開くときに、パイプ１を拡大するのに十分な圧力を生じている。それ
により、パイプ１の外面が穿孔された穴に接して置かれ（図５）、その上に流体内の圧力
が上昇し、エンド・ピース１３が開き、その後は図８のアダプター３５が図９のアダプタ
ー３７により置換えられるだけである。
【００３７】
　さらに、上述の手順は、特に鋼鉄から成るロック・アンカーの内部を腐食から保護する
利点を提供している。セメントをベース（ｂａｓｅ）とした流動性の結合用塊を用いてい
る場合は、さらに、アルカリ（ａｌｋａｌｉ）の環境が確保される。これは利点である。
【００３８】
　本発明の請求項に基づく手順を用いて、そして、本発明の請求項のロック・アンカーを
用いることにより、インジェクション・ドリル・アンカー（ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｄｒｉ
ｌｌ　ａｎｃｈｏｒｓ）（いわゆる、「ハイブリッド・アンカー」（ｈｙｂｒｉｄ　ａｎ
ｃｈｏｒ）と組合わせて、内部圧力を用いて拡大できるロック・アンカーの利点（即時の
強度と固体への着座）が、硬化用、例えば、流動性の結合用塊により固定されたインジェ
クション・ドリル・アンカーの利点と組合わせられる。なぜなら、硬化用の塊がインジェ
クション・ドリル・アンカーの外側の穿孔された穴の領域に生じうる自由空間を充填し、
さらに、穿孔された穴から進んだ割れ又は隙間にも浸透する。それにより、岩、土、又は
、穿孔された穴の廻りのごく一般的な下層を圧縮する。
【００３９】
　図１０に示す実施例で、アンカーは、ここでも、異形パイプ１及びその端部に設けられ
た２個のスリーブ７及び９から成っている。スリーブ７及び９はアンカーの異形パイプ１
に圧力と溶接により、接続されている。図１０に示した実施例では、エンド・ピース３１
がスリーブ７に溶接されている。そして、図８及び９に示すアダプターは代わりにエンド
・ピース３１にねじ止めできる。この目的のためにエンド・ピース３１は内ねじを有し、
それを経由して、異形パイプ１を拡大するために、図８に示された継手部品をねじ込める
。異形パイプ１を拡大するために、この結合部を経由した加圧状態で、水が添加される。
そして、アンカーの先端部を吹き飛ばす。
【００４０】
　アンカーと共に図９に示されたインジェクション・アダプターは、図８に示された結合
部を取外した後で、エンド・ピース３１に接続できる（ねじ込める）。
【００４１】
　アンカーの前端で、スリーブ９を経由して、エンド・ピース１３が溶接部１０を介して
先端部１５に接続されている。先端部１５のベース近くにあるエンド・ピースの壁に、外
に開いた溝１４がある。溝１４を経由して、拡大圧力を超えた後で、材料の破壊が生じ、
その後に、先端部１５が吹き飛ばされる。それで、下層を結合する塊をアンカーを通じて
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【００４２】
　図１１に示す実施例では、そのアンカーも異形パイプ１、スリーブ７及び９及びそのス
リーブ７に接続（溶接）したエンド・ピース３１を有し、そのうちのスリーブ７及び９は
、プレス（ｐｒｅｓｓ）及び（又は）溶接により、異形パイプ１に取付けられている。結
合部品５４には外ねじが設けられ、溶接部５５により、前方のスリーブ９に接続されてい
る。この結合部品５４を介して、内ねじを設けた結合部品５３がねじ込まれ、それに、溶
接部、先端部１５付きエンド・ピース１３が接続している［ｓｉｃ：原文のまま表記］。
図１１に示す実施例で、先端部１５のベース上の溝１７がエンド・ピース１３の内部に向
って開いている。
【００４３】
　図面に示されている実施例とは対照的に、先端部１５は種々の角度で作ることができる
。アーチ（ａｒｃｈｅｄ）形前端（爆弾形）付きか、又は、平坦な前端部付きのエンド・
ピース１３も使用できる。
【００４４】
　要約すると、本発明の一実施例を以下のように示すことができる。
【００４５】
　長手方向に折られたパイプ１を有し、又、圧力により開くことができ、かつ、穿孔され
た穴の内部に置かれたアンカーの端部に設けられたエンド・ピース１３を有しているアン
カーが穿孔された穴に導入される。そして、摩擦ロッキング及び（又は）積極的ロッキン
グによりパイプ１が穿孔された穴に隣接するまで、内圧を加えることにより、パイプ１の
折り目が開くので拡大される。そこでアンカー内の圧力が上昇して、エンド・ピース１３
の先端部１５が分離される。そして、硬化用の塊がアンカーを通って穿孔された穴に押出
される。それはアンカーの領域にある、又、穿孔された穴の底と下層（土、岩）に位置し
ている空洞を充填するためである。それでアンカーが固定され、空洞又は割れは接してい
る下層内に位置している。セメントをベースとする流動性の結合用塊が硬化用の塊として
特に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】概略のロック・アンカーの斜視図である。
【図２】中央部分の断面でロック・アンカーのパイプを示す。
【図３】その端部の一方の領域でロック・アンカーのパイプの断面を示す。
【図４】第一の実施例で、ロック・アンカーの前端でエンド・ピースを示す。
【図５】穿孔された穴の内面と接触するように拡大されたロック・アンカーのパイプを略
図で示す。
【図６】第二の実施例でロック・アンカーのエンド・ピースを示す。
【図７】穿孔された穴に隣接したロック・アンカーの後端それゆえ穿孔された穴の開放端
に隣接した端部に設けたアダプター受入れピースを示す。
【図８】ロック・アンカーのパイプを拡大するために圧力媒体を導入するアダプターを示
す。
【図９】穿孔された穴に硬化用の塊を導入するためのアダプターを示す。
【図１０】部分的に断面になっているアンカーを示す。
【図１１】アンカーの別の実施例を部分的に断面にして示している。
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