
図-1 地中構造物の耐震補強 
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１．はじめに 

後施工プレート定着型せん断補強鉄

筋（Post-Head-bar）は、主に地中鉄筋コ

ンクリート構造物のせん断耐力向上を

目的とした耐震補強工法として開発1)，

2)されたものである。  

これまで、旧耐震設計法によって設

計され現在も供用されている鉄筋コン

クリート構造物においては、レベル２

地震動が作用した場合に部材の耐力が

不足することが懸念されることから、

このような鉄筋コンクリート構造物に

対して耐震補強が進められている。耐震補強工法には、特に施工上の制約のない場合、RC巻立・

増厚工法、鋼板接着工法、繊維接着工法、プレストレスによる拘束力導入工法など多様な補強方

法があり、比較的多くの実績がある。 

しかし、図-1に示すように、背面が地盤に接する供用中の地中構造物などでは、構造物の内側からし

か補強工事を実施できないため耐震補強は容易ではない。このような施工上の制約下において、耐震補

強、特に構造物が急激な破壊に至るせん断破壊を防止するためのせん断補強を効果的に行うことができ

る工法の開発が喫緊の課題となっていた。Post-Head-bar工法は、これらの課題を解決した、既設鉄筋コ

ンクリート構造物のせん断耐力を向上させる耐震補強技術である。 

本報では、Post-Head-bar工法の補強設計の考え方、適用実績および適用範囲の拡大について述

べる。 

 

２．Post-Head-bar工法 

 (1)Post-Head-bar工法の概要 

Post-Head-bar工法では、写真-1に示す手前側

に矩形プレートを埋込側に小型の丸形プレート

を そ れ ぞ れ 摩 擦 圧 接 し た せ ん 断 補 強 鉄 筋

(Post-Head-bar)を、既設の鉄筋コンクリート構造

物に削孔した孔内に差し込み、モルタル充てん材により固定することで構造躯体と一体化させる

(図-1)。したがって、背面に地盤などがある供用中の既設構造物に対して、構造物の片側（手前

側）からの施工が可能な工法である。 

Post-Head-barの両端のプレートは、孔内での定着性能を増大させる効果を持つ。また、手前側の矩

形プレートはPost-Head-barを削孔の中心かつ水平に配置するためのスペーサとなる役割も果たして

いる。なお、Post-Head-bar自体はすべて構造物内に埋設され、所定のかぶりを確保することができるこ

とから、腐食等に対する耐久性も確保できる。 
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(2)補強設計手法 

a)せん断補強効果の検証実験 

 図-2に示すはり状試験体の2点支持・2点載荷の静的正負交番載荷実験によって、RC壁にPost-Head-bar

を適用した場合の地震時の面外せん断力に対する補強効果を検証した３）。 

試験体は全長4.1m、スパン3.6ｍで、図中のせん断区間にD16のPost-Head-barを横断面内に2本づ

つ長手方向に200mm間隔で設置するケースと、せん断補強を行わないケースを実施した。表-1に

実験によるせん断耐力と計算せん断耐力を比較して示す。このうち、計算耐力はコンクリートと

鉄筋の実強度を用いてコンクリート標準示方書４）によって算出した。 

検証実験の結果、Post-Head-bar工法にて補強した場合のせん断耐力は補強なしの場合を大

きく上回り（約 1.8倍）、Post-Head-barによる確実な補強効果の向上が確認できた。また、

Post-Head-barによる補強耐力(Vphb , exp)は、Post-Head-barと同一断面のせん断補強鉄筋を予め配

置した場合 (Vawd)の耐力に対して 90％であり、十分な補強効果を有することが確かめられた。 

せん断補強の効果を定式化

するために、  Post-Head-bar

が伝達できる引張応力分布

を既往の評価方法５）の考え

方に基づき図-3のように設

定した。Post-Head-barの矩形

プレート側においては、通常

の半円形フック型のせん断

補強鉄筋と同様に鉄筋材端

まで定着が十分確保されて

い る 。 こ れ に 対 し 、

Post-Head-barの丸形プレート

側では、定着長 lyと斜めひび

割れからせん断補強鉄筋材

端までの長さ lとの関係によ

り伝達可能な応力が変化する。これより、

Post-Head-barが通常のせん断補強鉄筋と比べて

分担可能なせん断耐力の有効係数β awは図-3に

示す伝達応力分布の面積として、式(1)により算

出することができる。なお、丸形プレート側の

定着長 lyは、定着長確認実験に基づき5D（D:鉄

筋径）と定めた１）。 

)1(yld'-d,d'-d 
)'(2

1 　　　ただし，間の距離：圧縮鉄筋と引張鉄筋　　ここに，　 
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 実験条件での有効係数βawの算定値は0.89となり（表-1）、実験結果に基づくせん断耐力の有効

係数は算定値と同等である。これより、式(1)に基づく有効係数の算定方法は妥当といえる。 

b)Post-Head-barによるせん断耐力の評価方法 

Post-Head-barにより補強された部材の単位長さ当りのせん断耐力は、コンクリート標準示方書
４）に準じて式(2)、(3)により算出される。 

(3)これまでの適用実績 

Post-Head-barを用いたせん断補強工法は、2007年浄化センターの地下構造物の壁・床版に適用

したのを皮切りに、2011年9月までに表-2に示す121件の工事に適用されている。施工本数は施工

図-3 斜めひび割れ内のPost-Head-bar 
の応力分布 
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図-2  Post-Head-bar によるせん断補強梁の載荷実験 

表-1 実験結果と有効係数 

計算せん断耐力(kN)
コンク
リート分

Vcd

せん断補
強鉄筋分

Vawd

実験から評価
Vphb,exp/Vawd

算定式(1)

補強なし 261 241 - - - -
Post-Head-Bar
による補強

486 230 286 256 0.90 0.89

せん断耐力の有効係数PHbが分担する
せん断力(kN)

Vphb,exp
=Vexp-Vcd

実験せん
断耐力
Vexp(kN)

実験ケース



中のものを含めて合計164,000本以上であり、せん断補

強の要求の高まりに呼応してその実績も増大してい

る。施工実績の内訳を見ると、下水処理場関連施設（浄

化センター・ポンプ場）が施工件数の8割以上を占めて

いる。その他、浄水場、水門、道路トンネル、鉄道地

下駅舎部などに適用されている。補強対象部材の厚さ

は400mm～1,800 mmであり、津波対策用防潮水門では

部材厚さ3,000 mmの実績も有している。 

 

３．Post-Head-bar工法の適用範囲拡大への取組み 

(1)適用範囲の拡充 

適用実績が増えてきたことから、より多種多様な用途に即応できるように検証実験を重ね、

Post-Head-bar工法の適用範囲の拡充を図っている。この成果により、本年建設技術審査証明が改

訂された。改訂されたPost-Head-barの主な適用範囲について以下に示す。 

①使用できる鉄筋種類  

径：D13～D32，強度：SD295～SD390 

②せん断耐力の有効係数 

適用部材の軸方向鉄筋間隔およびPost-Head-bar埋込側の必要定着長から式 (1)に基づき算定

する。ただし、上限値は0.9とする。  

③適用構造物種別 

1)地震時の変形量が限定される地中構造物  

2)堰、水門、橋台等の既設の地上および半地下構造物  

ただし、地上および半地下構造物への適用においては以下の点に留意する必要がある。 

・地震時における変形の応答値を評価し、変形性能に対する安全性を照査した上で使用 

する。その際、PHbを用いた部材の骨格曲線は適切な方法により算定する。 

・せん断補強を目的とし、現状で曲げ破壊モードにある既存構造物の変形性能の更なる改善

には使用しない。 

 ①については、従来より1)高強度（SD390）の鉄筋2)太径・細径の鉄筋を用いることで、より効

果的にせん断補強を実施できるためである。②については、従来では、せん断耐力の有効係数を

0.8の一定値としているが、式(1)の有効係数を直接用いることでより合理的な補強が可能になるた

めである。③については、従来の適用構造物は主に地震時の応答変位量が限定される土中構造物な

どとしているが、一方で、水門・樋門の門柱・堰柱、地上部と一連の地下構造部、あるいは背面が地

盤と接する橋台などにおいても耐震補強実施に大きな制約を受ける場合があり、このような地上・半

地下構造物への適用を図るためである。 

(2)せん断耐力の有効係数についての実験 

Post-Head-barとして、これまでより太径の鉄筋D29（SD345）を用いた場合とこれまでより高強

度の鉄筋SD390（D25）を用いた場合のせん断載荷実験６）を行った。載荷実験は図-2に示したこ

れまでと同じ方法で行った。表-3に試験体仕様及び実験結果を示す。いずれの場合も、実験より

得られたせん断耐力の有効係数が、式(1)によるせん断耐力の有効係数と同等以上の結果が得られ

ん断耐力により受け持たれるせ：　　

せん断耐力材により受け持たれる：既存のせん断補強鋼　　

受け持たれるせん断力：コンクリートにより　　

　ここに，
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の算定式に同じ　　　　

力で合に受け持つせん断耐　　　　とみなした場

材を通常のせん断補強鋼：　　

数：せん断耐力の有効係　　
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2011年9月1日現在　
施工件数

道路 空港ｱｸｾｽ地下道他 3件
浄化ｾﾝﾀｰ 最終沈殿池他 62件
ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・ﾏﾝﾎｰﾙ他 38件
鉄道 地下駅舎・ﾄﾝﾈﾙ部 5件
浄水場 配水池他 9件
水門 防潮水門他 3件
排水路 地下排水路 1件

対象施設

施工中案件を含む
合計：121件　164,000本以上

表-2 施工実績  



た。これより、Post-Head-barを用いた部材のせん断

耐力の有効係数は、式(1)を用いて算定できると考え

た。この時、算定される有効係数の上限は安全側に

0.9とした。  

式(1)の有効係数の算定式中には、鉄筋径・材質に

応じたPost-Head-barの定着長 lyがパラメータとして

ある。これについては、従来と同様の定着長確認試

験を行い、3.5D～5.5D（D：鉄筋径）と定めた７）。 

(3)変形性能についての実験 

適用構造物の拡充の対象である地上・半地下構造

物においては、従来より主な適用範囲としていた地

中構造物と比較して応答変位量が一般に大きくなる

ことから、変形性能の照査が必要となると考えた。そこで、鉄筋材質SD390の高強度鉄筋を用い

た壁・柱の曲げ載荷実験７）を行い、過去の実験結果１）と合わせて、Post-Head-barを用いた部材の

骨格曲線の検討を行った。その結果、コンクリート標準示方書４）に示される部材の骨格曲線の算

定方法において、塑性ヒンジ部の回転角の算定に用いられるせん断補強鉄筋比に上限値（埋込側：

0.15％、手前側：0.3％）を設けることで、Post-Head-barを用いた部材の骨格曲線を算定できると考

えた。この方法により算定した骨格曲線と実験との比較例を図-4に示す。 

４．まとめ 

後施工プレート定着型せん断補強鉄筋（Post-Head-bar）は、これまで補強が困難とされていた

既設鉄筋コンクリート構造物を後施工で比較的簡便にせん断補強することが可能で、その耐震性

能を確実に向上させることができる工法である。本工法は平成17年に建設技術審査証明１）を取得

してから既に多数の施工実績がある。また、適用性の拡充に向けた取組みも継続して行っており、

本年の建設技術審査証明の改定により、その適用範囲が拡充された。 

 今後とも、本工法を積極的に提案・施工していくことにより、浄化センター、浄水場、水門、

道路、鉄道などの地震時の安全性が高まり、ひいては地震に強い国土の形成に貢献していくこと

ができると考えている。 
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表-3 実験結果と有効係数 

計算せん断耐力(kN)

鉄筋径
材質

配置
コンク
リート分

Vcd

せん断補
強鉄筋分

Vawd

実験から評価
Vphb,exp/Vawd

算定式(1)

CASE1 2.0 1405 389 876 1016 1.0(*1) 0.86

CASE2 1.45 1265 397 876 868 0.99 0.86

CASE3 2.0
@350×400
（千鳥）

1245 395 876 850 0.97 0.86

CASE4 2.0
D25
SD390

@350×400
（平行）

1135 407 807 728 0.90 0.88

(*1)Vphb,exp/Vawdが1.0を上回ることから1.0とした。

実験ケース
実験せん
断耐力
Vexp(kN)

PHbが分担する
せん断力(kN)

Vphb,exp
=Vexp-Vcd

せん断耐力の有効係数
断面寸法
B×H(mm)

せん断
スパン(m)

Post-Head-bar仕様

@350×400
（平行）D29

SD345
800×800
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図-4 算定した骨格曲線と実験結果の比較




