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1. はじめに 

 
1995 年兵庫県南部地震以前の旧耐震設計法によって

設計され現在供用されているコンクリート構造物にお

いては，現在の耐震設計法に示されるレベル２地震動

に相当する地震力を受けた場合に，部材のせん断耐力

やじん性能が不足することが想定される。特に，図-1
に示すような供用中の地下構造物では，補強工事を構

造物の内側からしかできず，施工上の制約などから実

際にせん断補強を行なうことが難しいのが現状である。 
そこで，既に国内外で 1,000 万本以上の使用実績が

ある既開発の「Head-bar」(プレート定着型せん断補強

鉄筋，建技審証 第 0408 号)1)の技術を応用して，既設

地下構造物などに効果的なせん断補強を施す工法を開

発した。それが，後施工プレート定着型せん断補強鉄

筋「Post-Head-bar（ポストヘッドバー）」2)～5）による耐

震補強工法である。この工法は既設構造物の表面から

削孔した孔内に，両端を特殊処理したPost-Head-barを
差し込み，グラウトで固定することにより構造躯体と

一体化させ，部材のせん断耐力向上と，じん性の確保

を図るものである。 
本文では，Post-Head-bar を用いた後施工によるせん

断補強工法の概要を説明し，さらに，寸切り鉄筋によ

る補強工法と性能を比較しつつ Post-Head-bar による補

強効果について報告する。 
 

2. 「Post-Head-bar 工法」の概要 

 

2.1 開発の背景と適用構造物 

1980 年以前の土木学会コンクリート標準示方書にし

たがって設計された構造物では，せん断補強鉄筋量が

少なく，当時の設計上で曲げ破壊モードとなるはずが，

実際にはせん断破壊モードとなるものが相当数存在し

ている。また，1995 年兵庫県南部地震以前の旧耐震設

計法によって設計され現在供用されているコンクリー

ト構造物においても，レベル２地震動に相当する地震

力を受けた場合に，部材のせん断耐力・じん性能が不

足することが懸念されている。さらに，背面が地盤に

接する供用中の地下または半地下構造物では，補強工

事を構造物の内側からしかできないので，せん断補強

を行なうことが難しい。 
一方，2005 年に中央防災会議で東海地震および東南

海・南海地震に対する「地震防災戦略」6）が策定され，

これを受けて 2006 年度に「下水道地震対策緊急整備事

業」7）が定められ，下水道地震対策が緊急かつ重点的

に推進されつつある。 
このような状況の中，従来方法では補強が難しいと

されていた，背面に地盤などがある供用中の既設構造

物に対して，部材の片側（内空側）からのみの施工が

可能で，かつせん断耐力のみを向上させることができ

図-1 補強対象構造物の例 
Fig.1 Example of objective structures 
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る図-2 に示す後施工タイプのせん断補強工法，Post-
Head-bar 工法を開発した。これにより，構造物が曲げ

破壊先行となり，地震時のじん性の確保を図ることが

できる。本工法は，内空側からしか施工できない既設

の地下コンクリート構造物，たとえば，鉄道・道路ト

ンネル，半地下構造物，浄化センター水槽，共同溝な

どを主な対象としている。 
2.2 Post-Head-bar の概要 

Post-Head-barは，図-3 に示すような鉄筋の両端に鋼

製プレートを接合したものである。新設構造物に使用

するHead-bar1)と異なり，矩形プレートを主鉄筋や配力

鉄筋に掛ける配置はとらずに，主鉄筋と配力鉄筋のお

およそ中間位置を削孔して後施工により配置し，専用

グラウトを用いて固定するものである。 
削孔した孔に差し込む Post-Head-bar の内空側（埋込

側）には，従来の Head-bar と同様に矩形プレートを 
摩擦圧接により接合し，地山側（差込側）には削孔径

により大きさを調整した小型の丸形プレートを同様に

摩擦圧接で接合する。この両端のプレートによって，

孔内での後施工せん断補強鉄筋先端の定着性を増大さ

せることが，Post-Head-bar によるせん断補強効果を確

実にする機構である。 
 

2.3 施工法の概要 

図-4 に施工手順を示す。Post-Head-bar を孔内へ固定

する方法として，水平方向削孔における，先充てん・

後挿入法の施工方法の要点を説明する。なお，施工状

況の概要は別添のビデオを参照いただきたい。 
2.3.1 削孔の位置出し 

Post-Head-bar を差し込むため，部材寸法を確認する

とともに，電磁波を利用した RC レーダなどにより，

内空側の主鉄筋・配力鉄筋を避けた場所に削孔位置を

定める。 
2.3.2 削孔 
削孔は図-5 に示すレッグドリルにより行なうことを

標準とする。その他に，コアドリルなどによる削孔も，

作業環境等の制約条件に応じて採用することが可能で

ある。削孔にレッグドリルを使用した場合の主な利点

は，①切削ではないので鉄筋を切断しない，②削孔に

水を使用しない，③集塵機使用により削孔中の粉塵発

生を極力抑えることが可能，④制御部が軽量小型であ

り人力による取扱いが容易，⑤ロッド貫入の向き，貫

入の深さを管理すれば精度の良い削孔が可能，⑥ロッ

図-3 Post-Head-bar 
Fig.3 Post-Head-bar 

地山側 
（埋込側） 

内空側 
（差込側）

図-5 レッグドリル 
Fig.5 Drilling machine 

図-4 施工手順 
Fig.4 Reinforcement steps 
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ド長を短くすることにより，さらに狭い空間での施工

が可能，⑦削孔速度が速い（コンプレッサー駆動の場

合，φ30mm で 30cm/分程度），である。 
削孔作業は，以下二つの工程で実施する。最初は，

Post-Head-bar を奥側主鉄筋位置まで挿入するための削

孔を，続いて，手前側の矩形プレートがセットされる

部分の拡幅削孔を行う。 
2.3.3 グラウトの先充てんと Post-Head-bar の配置 
ホースの先端から可塑性グラウトを削孔内に完全に

充てんした後，Post-Head-barを挿入し余分に漏れたグ

ラウトを除去することにより，Post-Head-barの配置を

完了する。グラウト材は，表-1 に示すように 28 日圧縮

強度が 70N/mm2に達する，Post-Head-bar専用に開発さ

れたプレミックス材料である。施工現場では，所定量

の水を混ぜてハンドミキサで混合するだけでこの性質

を発揮することができる。所要のグラウト量も少量で，

手押しのグラウトポンプで注入可能なので，最小限の

設備と人員によりPost-Head-barの設置ができる。 
2.3.4 端面仕上げ 
最後に，断面修復モルタルによって，削孔部分の充

てん復旧を行なう。この断面修復モルタルも，プレミ

ックス材料であり，施工現場において必要な量を即時

に練り混ぜて作ることができる。施工も左官仕上げに

よるので容易である。 
 

3. 寸切り鉄筋との比較 

 

3.1 Post-Head-bar の利点 

 既設半地下構造物の耐震補強技術として，寸切り鉄

筋が既に使用されている8）。しかし，この方法では寸

切り鉄筋を構造物の表面で定着板を介してナット止め

しており，鋼材が露出している。このため，ナットな

ど表面露出部の腐食に対する配慮が必要となることや，

内空断面を侵すなどの問題が生じる。これに対して，

Post-Head-bar工法では，補強鋼材がすべて構造物内に

設置され，構造躯体との一体化が図られる。その結果，

①かぶり部分によって腐食に対する抵抗性が確保され

るのでせん断補強後の構造物に対しても補修前の状態

と同様のメンテナンスで対応することが可能，②躯体

表面に補強部材がないため表面の機能障害を発生させ

ることはない，③建築限界を侵す心配もなく既設構造

物の空間寸法の確保が可能，などの利点がある。 
3.2 比較実験 

 Post-Head-bar と寸切り鉄筋を使用した場合の，RC 壁

の地震時における面外せん断耐力に対して寄与する効

果を確認するため載荷実験を行った。図-6 に本実験で

使用したはり状試験体を示す。試験体はスパン 3.6ｍで

4 点載荷を行った。試験の際注目した区間は，図中の

せん断区間で，この部分にそれぞれ Post-Head-bar と寸

切り鉄筋を設置した。実験は，Post-Head-bar と寸切り

鉄筋，どちらも D16 で横断面内に 2 本，長手方向に

200mm 間隔で設置した。最初にせん断補強鉄筋が降伏

するまで載荷し，その後，除々に変形量を増加させた

正負交番載荷を行った。なお，比較のため，せん断補

強鉄筋を配置しない試験体についても同様の実験を行

った。 
 

図-6 実験で使用したはり状試験体 
Fig.6 An example of test specimen  
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グラウト材の
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水
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（％）

テーブル
フロー値
（ｍｍ）

膨張率
（％）

28日
圧縮強度

（N/mm2）
可塑性グラウト 45.0 195 0.05 70.0

表-1 先充てんグラウトの特性  
Table 1 Characteristic value of  the grout 
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3.3 実験結果 

図-7 に各ケースの荷重－変位関係を示す。 
 せん断補強なしの試験体では最大荷重 261 kN，たわ

みが 7.2mm の時にせん断ひび割れが発生した。その後，

荷重が減少し，変形量が増加した。 
 Post-Head-bar によって補強した試験体は，載荷荷重

225kN でせん断ひび割れが発生し，載荷荷重 347 kN，

たわみが 10.0mm の時に Post-Head-bar が降伏した。次

のループで荷重が 474kN に達し，たわみが 17.1mm と

なり，比較的大きなせん断ひび割れが発生し，以後，

耐力が低下した。 
寸切り鉄筋によって補強した試験体は，載荷荷重

229kN でせん断ひび割れが発生し，載荷荷重 326kN，

たわみが 9.4mm の時に寸切り鉄筋が降伏した。次のル

ープで荷重が 396kN に達し，たわみが 14.4mm となり，

比較的大きなせん断ひび割れが発生し，以後，耐力が

低下した。 
3.4 Post-Head-bar と寸切り鉄筋の実験結果の比較 

 前節で示した実験で得られた耐力等を表-2 に示す。

Vexp，Vcd,exp はそれぞれ実験で得られた最大耐力と

せん断ひび割れ発生耐力を示している。したがって，

せん断補強鉄筋が負担するせん断耐力は，Vawd,exp 
=Vexp- Vcd,exp で評価される。なお，Post-Head-bar に

より補強したケースについては実験で得られた最大耐

力 Vexp として，正側の最大値と負側の最大値との平均

をとっている。 
また，表-2 には予備試験で得られたコンクリートと

鉄筋の実強度を用いて，コンクリート標準示方書構造

性能照査編９)の式によって算出した設計耐力を示して

いる。この中で，せん断補強鉄筋の設計耐力Vawdは，

せん断補強鉄筋が先施工で十分な定着を持つと考えた

時の値を示している。したがって，後施工でのせん断

補強の効果を表す有効係数を，Vawd,exp／Vawdで表す

ことが可能で，Post-Head-barによる補強の場合，有効

係数は 0.91 となり寸切り鉄筋による補強の場合の 0.61
に比べて約 1.5 倍の効果が得られる。すなわち，構造

物の耐震補強の際，同一の性能を確保するには寸切り

鉄筋を使用するとPost-Head-barを使用する場合の約 1.5
倍の鉄筋が必要となる。このことは図-7 に示したよう

にPost-Head-barが受け持つ荷重が寸切り鉄筋が受け持

つ荷重の 1.5 倍となっていることからも理解できる。 
 

  (a)せん断補強なし      (b)Post-Head-bar による補強      (c)寸切り鉄筋による補強 
図-7 実験結果（各ケースの荷重－変位関係） 

Fig.7 Force-displacement relation of each experiment 

最大荷重Post-Head-barが受け持つ荷重 最大荷重寸切り鉄筋が受け持つ荷重

表-2 実験結果と有効係数 
Table 2 Test results and effective factor 

実験結果から評価
した有効係数

Vexp Vcd.exp Vawd,exp Vcd Vawd Vyd Vawd,exp/Vawd
補強なし 261 261 0 241 0 241 -
Post-Head-barによる補強 486 225 261 230 286 516 0.91
寸切り鉄筋による補強 396 229 167 229 276 505 0.61

　　　　　Vexp：実験で得られた最大耐力
　　　　　Vcd,exp：実験で得られたコンクリートの耐力【実験においてせん断ひび割れが最初に発見されたせん断力
　　　　　Vawd,exp：実験結果から評価したせん断補強鉄筋の耐力（＝Vexp-Vcd,exp)
　　　　　Vcd：コンクリートの設計耐力、Vawd：せん断補強鉄筋を通常のスターラップとして求めた設計耐力

設計耐力（kN）実験せん断耐力（kN）
実験ケース

】

　　　　　Vyd：部材の設計耐力（＝Vcd+Vawd）
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4. Post-Head-bar の補強効果 

 
4.1 せん断補強効果の評価 

 スターラップが破断した場合のせん断補強効果を算

出する方法10）を参考に，Post-Head-barのせん断補強効

果を以下のように仮定して評価した。 
① 図-8(a)に示すようにせん断ひび割れが分散して発

生し，部材せん断力が最大となる状態を考える。 
② この時，すなわち部材せん断耐力時には，Post-

Head-bar の地山側の先端から定着長 Ly より内空側

は付着が切れていないものとする。 
③ この付着が切れていない部分の Post-Head-bar は降

伏応力で抵抗すると考える。 
④ 付着が切れている部分，すなわち，Post-Head-bar

の先端から Ly の範囲は線形の応力分布と考える。 

 以上の仮定から，Post-Head-bar の有効係数，すなわ

ち，先施工の補強鉄筋 Head-bar のように十分な定着が

取れている場合に比べて，どの程度補強効果があるか

を示す指標について考える。 
(1) Post-Head-bar の有効係数 
 Post-Head-barの有効係数は①～④の仮定により，η

=1-Ly/2/(d-d’) となる。ここで，Post-Head-barの場合概

ね鉄筋径の 5 倍以上の埋込長があると定着が十分であ

ることが実験によりわかっている2）ので，ここでは，

定着長Lyを鉄筋径の 5 倍と仮定する。 
 (2)寸切り鉄筋の有効係数 
寸切り鉄筋の場合は，内空側，地山側ともに定着プ

レートがないため，図-8(b)に示すように鉄筋の両側で

応力低下が生じるので，有効係数は以下のように算出

される。 
Ly≦ (d-d’)/2 の時，η=1-Ly/(d-d’) 
Ly≧ (d-d’)/2 の時，η=(d-d’) / 4Ly 
ここで，寸切り鉄筋の場合概ね鉄筋径の 9 倍以上の

埋込長があると定着が十分であることが実験によりわ

かっている2）ので，ここでは，定着長Lyを鉄筋径の 9
倍と仮定する。 
 以上の仮定のもと算出された耐力を比較実験結果か

ら評価した耐力と比較して表-3 に示す。両者はほぼ一

致しており，上記の考え方で実験結果を良く表現でき

た。すなわち，定着長を適切に評価することにより実

構造物のせん断補強効果をほぼ適切に算出できること

がわかる。 
4.2 Post-Head-bar と寸切り鉄筋の補強効果の比較 

 図-9 に Post-Head-bar と寸切り鉄筋による補強効果を，

前節の方法で算出した有効係数を用いて比較する。図

の横軸は補強する部材厚さを，縦軸は 4.1 に示すよう

に，定着長 Ly を Post-Head-bar の場合鉄筋径の 5 倍，

寸切り鉄筋の場合鉄筋径の 9 倍と仮定した時の有効係

数を計算した結果を示す。Post-Head-bar の場合，それ

ぞれ D16：300mm 以上，D19：350mm 以上，D22：

Post-Head-bar

表-3 計算耐力と実験耐力の比較 
Table 3 Comparison between calculated and test results 

Vcd Vawd

せん断
補強鉄筋
の耐力

η・Vawd

Vcal=
Vcd＋

η・Vawd

Post-Head-barによる補強 230 286 360 96 0.87 248 478 486 1.02
寸切り鉄筋による補強 229 276 360 144 0.60 166 395 396 1.00

　　　　　Vcd：コンクリートの設計耐力、Vawd：せん断補強鉄筋を通常のスターラップとして求めた設計耐力
　　　　　d-d'：主鉄筋間の距離、Ly：定着長さ【Post-Head-bar：５D、寸切り鉄筋：９D、D：補強鉄筋径（D16)】
　　　　　Vcal：評価された実験耐力、Vexp：実験で得られた最大耐力

実験耐力
Vexp
(kN)

Vexp/Vcal

設計耐力（kN）
計算

された
有効係数

η

計算耐力(kN)

d-d'
(mm)

定着長
Ly

(mm)
実験ケース

Ly

せん断
ひび割れ

内空側

主鉄筋

主鉄筋

d-d'
　=c

x

Post-Head-barの応力分布 地山側

(a) Post-Head-bar の有効係数 
寸切り鉄筋 内空側

図-8 有効係数の比較 
Fig.8 Evaluation method of effective factor

(b) 寸切り鉄筋の有効係数 

主鉄筋

主鉄筋

d-d'
　=c

xLy

せん断
ひび割れ

寸切り鉄筋の応力分布
【Ly≦ (d-d’)/2】

Ly

Ly

地山側

寸切り鉄筋の応力分布
【Ly≧ (d-d’)/2】
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400mm 以上で有効係数が 0.8 を超えること，すなわち

事前にせん断補強鉄筋を施工した場合の鉄筋のせん断

補強効果の 80％以上の効果があることがわかる。また，

寸切り鉄筋で補強した場合は，必要定着長が Post-
Head-bar より長くなるので有効係数が小さく，D16 で

も部材厚が 1,000mm を超えないと有効係数が 0.8 とは

なっていない。 
なお，本報告で紹介した実験は部材厚さが 500mm の

ケースであったが，今後，部材厚さが厚いケースにつ

いても実験的に検証していくことを考えている。 

 

5. まとめ 

 
本文では，背面に地盤などがあり，片側からしか施

工できない狭い空間や複雑な部位において，大型機材

によらず短時間に施工でき，作業が容易で，施工性に

おいて非常に有効な耐震補強工法「Post-Head-bar 工

法」の性能について，寸切り鉄筋との比較を行い，

Post-Head-bar による補強効果について検討を行った。 
その結果，以下の特長が明らかとなった。 

① Post-Head-bar による補強効果が寸切り鉄筋による

補強効果の少なくとも 1.5 倍は確保できる。 
 
 
 
 
 
 
 

 Post-Head-bar の性能を表す有効係数は定着長 Ly を

P に完全に

埋
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