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THE SEISMIC RETROFITTING METHOD BY REINFORCEMENT WITH CERAMIC 

CAP FOR UNDERGROUND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
 
     The seismic retrofitting on underground reinforced concrete structures are needed 
because these structures do not have enough seismic performance. In order to increase the 
shear strength of these structures, shear strengthening method using Ceramic-Cap-bar 
was developed. The Ceramic-Cap-bar can be set nearby the concrete surface because it has 
high corrosion resistance. Therefore reinforced concrete structures have high level of 
shear strength.  

This paper presents the design and construction method of shear strengthening from 
one side for reinforced concrete structures using reinforcement with Ceramic-Cap.
 
 
１．はじめに 
 1980 年より古い設計基準で設計された RC 構造

物の中には、せん断補強鉄筋が相当に少なく、現在

の設計基準で照査すると、耐震性能を満足しないも

のが少なくない。そのため、これらの RC 構造物に

対しては、従前より、せん断耐力を高めるための補

強が進められてきた。例えば、道路橋や鉄道橋の橋

脚に対しては、RC、鋼板、連続繊維シートを巻き

立てることによるせん断補強が、かなりの割合で進

んでいる。 

一方で、ボックスカルバートや開水路などの地下

に埋設された RC 構造物については、補強工事を構

造物の内側からしか施工できない、あるいは巻き立

て工法などでは内空断面積が減少するなどの問題

が多く、せん断補強が進んでいないのが現状である。

しかし、地下構造物の耐震補強についても、その必

要性が認識されるようになっており、例えば、平成

21 年には、地下構造物が多くを占める下水道施設

の耐震補強を目的として、「下水道総合地震対策事

業」が国土交通省により推進されている 1)。このよ

うな背景から、地下構造物のせん断補強を実現する

ための補強工法の必要性が高まっていた。 

これに対し、背面に地盤などがある供用中の既設

RC 壁の内空側から、セラミック定着体を有する鉄

筋（以下、セラミックキャップバーと称する）を後

施工で挿入するせん断補強工法（以下、CCb 工法

と称する）を開発した（図－1）。ここでは、CCb

工法の概要と特徴、および構造実験に基づいた補強

効果について述べる。また、CCb 工法の施工法、

および施工事例について紹介する。  

 

２．CCb 工法によるせん断補強 
2.1 セラミックキャップバーと補強工法 

CCb 工法では、既設の地下構造物を削孔し、そ

こに両端にセラミック定着体を設置したねじ節鉄

 

 

図－1 地下構造物の後施工型せん断補強 
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筋（SD345－D16、D19、D22 鉄筋）を、後施工型

のせん断補強鉄筋として内空側から挿入して、グラ

ウトによって一体化させる（図－2）。鉄筋の両端に

設置されたセラミック定着体が、鉄筋の定着力の大

部分を負担することにより、せん断補強を確実にす

ることができる。なお、セラミック定着体は、ねじ

節鉄筋とねじ接合するため、鉄筋とセラミック定着

体を直接、現場へ搬入して設置することができる。

そのため、セラミックキャップバーの長さの現場合

わせが可能である。 

セラミック定着体は、削孔の先端側（地盤側）と

後端側（内空側）で異なるものを用いる。前者は、

セラミック製の袋ナット状（図－2（a））であり、

地盤側のかぶりコンクリート内への設置が可能で

ある。また、後者は、膨らみを持つ円錐状として定

着力を高めている（図－2（b））。 

また、この定着体は、高純度アルミナ系セラミッ

クス製であるため、図－3 に示す耐久性試験結果の

例 2)にも示されるように、塩害や硫酸などの影響を

受ける厳しい環境下、例えば、下水道施設のような

腐食環境においても、補強箇所の表面付近となる定

着部の耐久性を確保できる。定着部を補強箇所の表

面付近に設置することは、せん断補強鉄筋の長さを

部材厚さに対し最大にできるため、より高いせん断

補強効果を実現する上で有意である。  

2.2 せん断補強効果の考え方 

セラミックキャップバーは、セラミック定着体に

より定着性能が高められているものの、フックなど

により定着される新設構造物の一般的なせん断補

強鉄筋に比べると定着性能は小さく、その分、せん

断補強効果も小さいことが考えられる。  

そこで、CCb 工法によって補強した壁状 RC 部

材のせん断補強効果については、せん断ひび割れを

横切るセラミックキャップバーを、定着が十分でな

いせん断補強鉄筋とみなして評価することとした

3)。図－4 にセラミックキャップバーと、せん断ひ

び割れとの関係を示す。せん断ひび割れが定着部ま

での距離が定着長以上、確保できている鉄筋の場合

は、その降伏強度までせん断耐力を負担できる。一

方、せん断ひび割れが定着部に近い鉄筋の場合は、

定着部からの距離に応じて、負担できるせん断耐力

が少なくなる。CCb 工法では、後述のように小型

である先端側については、鉄筋の降伏強度相当の定

着力を確保するために、定着体に加え一定以上の定

着長が必要となっている。したがって、降伏強度と

せん断ひび割れ箇所の鉄筋が負担できる引張応力

の比で示される有効率 fs/fwy は、図－5 に示すよう

にせん断ひび割れ箇所が、先端に近い鉄筋ほど小さ

くなる分布となる。この分布の面積から 1 本のせ

ん断ひび割れを横切るセラミックキャップバーの

有効率βawは、式（1）で表される。  

( )( )ddlyaw ′−−=
2
11β  （1） 

内空側

充填材（グラウト材）

既存のRC壁

セラミック定着体
表面に近い定着部において
高い耐久性を実現する。

地
盤
側

（a）先端側 （b）後端側  
図－2 セラミックキャップバーによるせん断補強 
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図－3 セラミックスの耐久性試験結果の一例 2) 

 

図－4 せん断ひび割れと補強鉄筋の関係 
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ここで、ly は定着長、d－d’は軸方向鉄筋の間隔

である。 

すなわち、式（2）で示されるようにセラミック

キャップバーを、通常のせん断補強鉄筋としたせ

ん断耐力負担分 Vawd に有効率βaw を乗じたものが、

CCb 工法によるせん断補強効果 V CCbdとなる。ま

た、補強前のせん断耐力に V CCbd を累加したものを、

補強後のせん断耐力 Vpydとして評価できる。 

V CCbd =βaw･Vawd       （2） 

Vpyd=Vcd+Vsd+V CCbd   （3） 

ここに、Vcdはせん断補強鉄筋を用いないせん断

耐力、Vsdは既設のせん断補強鉄筋で負担されるせ

ん断耐力である。なお、Vcd、Vsd 、Vawdは、土木学

会コンクリート標準示方書4)により算出する。 

 

３．補強効果の検証実験 
 セラミックキャップバーの補強効果を、前述の

考え方に基づいて評価できることを確認するため

に、セラミック定着体の定着性能確認試験、セラ

ミックキャップバーで後施工補強した RC 梁の正

負交番載荷実験を行った。 

3.1 定着性能確認試験 

先端側のセラミック定着体については、母材で

あるSD345鉄筋の規格降伏強度相当以上の定着力

に必要となる定着長を把握するために、先端から

のグラウト充てん長さ（定着長さ）をパラメータ

とした引抜き試験を行った。また、後端側につい

ては、定着体単体で SD345 鉄筋の規格降伏強度相

当以上の定着力を確保できることを確認するため

に、定着部分のみにグラウトを充てんした条件で

の引抜き試験を行った。表－1 に試験ケースを示す。 

試験体は、横方向鉄筋の機械式定着工法の性能

試験方法 5)に準拠して製作したRCブロックを削孔

して、先端側、および後端側のセラミック定着体

を設置した鉄筋を挿入後、グラウトを充てんした

ものである。 

載荷は、写真－1 に示すように、鉄筋に対して油

圧ジャッキによる引抜力を作用させて行った。そ

の際、引抜力をロードセルによって計測した。 

図－6 に、先端側のセラミック定着体の最大引抜

応力度と定着長さの関係を示す。なお、引抜応力度

は、定着試験で計測した引抜力を各鉄筋の公称断面

積で除した値である。また、定着長さは、グラウト
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図－5 せん断補強鉄筋の有効率の分布 

 

表－1 定着性能確認試験のケース 
鉄筋種類 定着体の種類 定着長 試験体数

先端側 3D 3
先端側 5D 3
後端側 ╾ 3
先端側 3D 3
先端側 5D 3
後端側 ╾ 3
先端側 3D 2
先端側 4D 2
先端側 5D 3
先端側 6D 1
後端側 ╾ 3

SD345-D16

SD345-D19

SD345-D22

 
 

 
写真－1 定着性能確認試験の状況 
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図－6 先端側定着体の定着力と定着長の関係 
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充てん後に実測した充てん長さを、各鉄筋径 D で

除すことにより求めている。 

同図を見ると、多少のばらつきがあるものの、定

着長さが大きいほど、最大引抜応力度が大きくなる

傾向があることが分かる。また、定着長さが 5D

（D：鉄筋径）以上であれば、D16～D22 の全ての

鉄筋径において SD345 の規格降伏強度相当の定着

力が確保できている。このことから、先端側のセラ

ミック定着体による定着力が、SD345 鉄筋の規格

降伏強度相当以上となるために必要となる定着長

を、5.0D（D：鉄筋径）として良いことが確認され

た。  

次に、各径の後端側定着体の最大引抜応力度を

表－2 に示す。後端側のセラミック定着体に関して

は、定着部のみしかグラウトを充てんしていないが

鉄筋径に関わらず、SD345 鉄筋の規格降伏強度相

当以上の定着力が確保できていることが分かる。こ

のことから、後端側のセラミック定着体については、

定着体単体で SD345 鉄筋の規格降伏強度相当以上

の定着力を確保できることが確認された。 

3.2 RC 梁の正負交番載荷実験 

セラミックキャップバーによるせん断補強効果

が、前述した有効率βawを用いて評価できることを

確認するために、せん断破壊する諸元の RC 梁試験

体に対する正負交番繰返し加力実験を行った。両

端フック型の通常のせん断補強筋を配置したもの

（No.1）、No.1 と同量のセラミックキャップバー

を後施工で配置したもの（No.2）の 2 体である。 

各試験体の種類と緒元について、表－3 に示す。

また、試験体図を図－7、載荷状況を写真－2 に示

す。載荷は、二基の油圧ジャッキによって、規格強

度に基づいた各試験体のせん断耐力の計算値に達

 

図－7 RC 梁の試験体図 

表－2 後端側定着体の最大引抜応力度 

鉄筋種類 定着体の種類 試験体No.
最大引抜応力度

(N/mm2)
1 504
2 504
3 504
1 518
2 497
3 506
1 384
2 368
3 374

SD345-D22 後端側

SD345-D16 後端側

SD345-D19 後端側

 

表－3 試験体の種類 

No.1 No.2

断面寸法　b ×h

せん断スパン長　a

せん断スパン比 a /d

実験時のコンクリート
圧縮強度 f’c 33N/mm2 34 N/mm2

せん断補強鉄筋比　p w

825×625 mm

1,640 mm

2.79

せん断補強鉄筋の材質，
および形状

SD345-D22
両端フック型
鉄筋

0.29%

SD345-D22
セラミック定着型
鉄筋

 

No.1 試験体 No.2 試験体 
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するまでは、段階的に荷重制御により加力を行い、

以後は、その時点の加力点変位を基準とする同一振

幅における繰返し回数一回の振幅漸増型の変位制

御による交番加力を行った。なお、試験体の変形量

を変位計により、また、載荷荷重を油圧ジャッキに

設置したロードセルにより計測した。 

 図－8 に、両試験体のせん断力－たわみ関係につ

いて示す。本実験では、No.1、2 試験体の最大せん

断耐力は、ほぼ同等であった。すなわち、セラミッ

クキャップバーで後施工補強することによるせん

断補強効果が、通常の方法でせん断補強した場合の

それとほぼ同等であることが確認された。 

図－9 に両試験体のせん断耐力の分担について

示す。なお、せん断補強鉄筋のせん断耐力負担分

は、各試験体のせん断耐力からコンクリート負担

分の計算値を差し引いて算出したものである。せ

ん断補強鉄筋のせん断耐力負担分は、No.1 試験体

で 644 kN、No.2 試験体で 647 kN であり、実験に

よるセラミックキャップバーのせん断補強効果の

有効率は約 1.0 であった。これに対し、No.2 試験

体の諸元から式（1）に基づいて算出される有効率

の設計計算値は 0.88 である。つまり、セラミック

キャップバーで後施工補強された RC 部材のせん

断補強効果を、同鉄筋を通常のせん断補強鉄筋と

したせん断耐力負担分に、式（1）による有効率を

乗じて算出することは、設計上、安全側となるこ

とが確認できた。 

3.3 セラミックキャップバーの補強の有効率 

セラミックキャップバーの定着性能確認試験、お

よび RC 梁の正負交番載荷実験により、以下のこと

が明らかとなった。 

（1）セラミックキャップバーが、SD345 鉄筋の規

格降伏強度相当の定着力を確保するために

必要な先端側の定着長は 5D（D：鉄筋径）で

ある。また、後端側については、定着体単体

で SD345 鉄筋の規格降伏強度相当以上の定

着力を確保できる。 

（2）セラミックキャップバーによる補強効果は、

同鉄筋を通常のせん断補強鉄筋としたせん

断耐力負担分に、式（1）による有効率を乗

じることで、安全側に算出できる。 

図－10に、かぶりd’を60 mmとした場合の部材

厚さと式（1）に基づいて算出したせん断補強の有

効率βawの関係を、D16～D22の鉄筋径ごとに示す。

同図より、例えばD22の場合、壁厚が一般的な地下

構造物の厚さである400 mm程度以上であれば、

0.8以上の有効率βawを確保できることが分かる。ま

た、壁厚が400 mmよりも小さい場合でも、鉄筋径

がD16やD19のように小さい場合には、0.8以上の

試験体：825×685×5,750mm
 

写真－2 RC 梁の正負交番載荷実験の状況 
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図－8 せん断力－たわみ関係の比較 
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図－9 せん断力の分担と有効率 
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有効率βawが確保できている。すなわち、CCb工法

では、補強対象とする壁厚に応じて、D16～D22

のセラミックキャップバーの径を選択することが

でき、それによって効率の良いせん断補強を行う

ことが可能である。 

 

４．施工方法と適用事例 
4.1 施工方法 

CCb 工法の施工手順は、①電磁波によるかぶり

近傍の鉄筋探査、削孔位置確認、②レッグハンマ

ードリル、コアドリルによる削孔、③吸湿防止剤

の塗布、④グラウト注入、⑤セラミックキャップ

バーの設置、⑥仕上げである。なお、充てん材と

して用いるグラウトは、通常の流動性を有するセ

メントグラウト（表－4）であり、取り扱いが容易

なものである。 

CCb 工法において、最も重要となるのが、セラ

ミックキャップバーの周囲に確実にグラウトを充

てんすることである。そこで、CCb 工法では、横

向き施工においては、写真－3 に示すような手順に

よるグラウト貯留槽を用いた充てん方法を考案し

た。この方法では、図－11 に示すように、掘削し

た孔の入り口にグラウト貯留槽を設置して、その

内部と孔内をグラウトで満たした状態でセラミッ

クキャップバーを孔内へ挿入する。その後、孔口

   

 

 

    

 
写真－3 横向き施工の手順 
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図－10 壁厚と有効率の関係 

表－4 グラウトの特性 

35 15～30 0 0.14～0.23

1日 3日 7日 28日

22.2 38.6 58.3 65.3

圧縮強度(N/mm
2
)

水セメント比（%）
ＪAロート
流下時間

（秒）

ブリーディング
率（%）

膨張収縮率（%）

 

①レッグハンマー，コアドリル

による削孔 

②グラウト貯留槽，孔内へのグ

ラウトの注入 

③セラミックキャップバーの

挿入 

④養生用カバーの設置 ⑤余剰グラウトの回収 ⑥養生後の脱型，清掃 

d’を 60mm とした場合 
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に養生用カバーを設置した状態で、グラウト貯留

槽内の余剰グラウトを回収して施工を終了する。

これによって、通常の流動性を有するグラウトを

用いながら、エア抜きホースなどを残置すること

なく、セラミックキャップバーの周囲に確実にグ

ラウトを効率良く充てんすることができる（図－

11）。 

グラウト貯留槽は、真空ポンプと吸盤によって、

補強箇所に固定できるようにして、固定用アンカ

ーの設置などで既設コンクリートを必要以上に痛

めることが無いようにしている。  

なお、下向き施工については、孔内にグラウト

を適量程度、注入した状態でセラミックキャップ

バーを挿入する。また、上向き施工については、

セラミックキャップバーを孔内に設置した状態で、

エア抜きホースを用いて、グラウトを上向きに後

充てんして施工することが可能である。 

 
4.2 適用事例 

ここでは、CCb 工法の適用事例として、東京都

下水道局砂町水再生センター内の分水槽の耐震補

強工事（以下、本工事と称する）について、紹介

する。 

本工事では、分水槽におけるスラブと一体とな

った地中梁（幅 700 mm×梁せい 1,700 mm）の地

震時におけるせん断耐力が不足していたため、寸

切りの SD345－D16 鉄筋を後施工で下向きに挿入

して、せん断補強を行うことが計画されていた。

これに対し、CCb 工法の適用を検討した結果、寸

切りの鉄筋を挿入する場合の補強に比べて、セラ

ミックキャップバーの補強の有効率が 0.96 と高く、

D16 よりも太径となる D22 の鉄筋が適用可能であ

ることから、現設計に比べて施工本数を半分程度

に低減できることが明らかとなった。施工本数の

低減は、工期の短縮にも有効であることから、本

工事においてセラミックキャップバーによるせん

断補強工法が採用された。写真－4 に、施工時の状

況について示す。 

 

５．まとめ 
ボックスカルバートや開水路などの地下に埋設

された RC 構造物のせん断補強を目的として、セラ

ミック定着型鉄筋を用いた補強工法を提案した。ま

た、CCb 工法の補強効果、および施工法について検

討を行った。その結果、以下のようなことが明らか

となった。 

（1）セラミック定着体の適用により、後施工で挿

入するせん断補強鉄筋の定着力と、定着部の

耐久性を確保することができる。特に、RC

壁の表面付近となる定着部の耐久性の向上

は、下水処理施設等の腐食環境において、有

利である。 

（2）セラミックキャップバーが、母材となる

SD345 鉄筋の規格降伏強度相当の定着力を

確保するために必要な先端側の定着長は、5D

（D：鉄筋径）である。また、後端側につい

ては、定着体単体で SD345 鉄筋の規格降伏

強度相当以上の定着力を確保できる。 

（3）セラミックキャップバーによる補強効果は、

同鉄筋を通常のせん断補強鉄筋としたせん

断耐力負担分に、式（1）による有効率を乗

じることで、安全側に算出できる。 

（4）横向き施工では、グラウト貯留槽を用いた施

工により、セラミックキャップバーの周囲に

確実にグラウトを充てんすることができる。 

 

グラウト貯留槽による CCb の施工 

 

施工試験におけるグラウトの充填状況 

図－11 グラウト貯留槽を用いた施工方法 

 

グラウト貯留槽 
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（5）有効率が高いセラミックキャップバーを使用

することにより、寸切り鉄筋を設置する場合

に比べて、施工本数を低減することができ、

合理的である。 

CCb 工法については、2009 年 2 月に（財）土木

研究センターから後施工セラミック定着型せん断

補強鉄筋「セラミックキャップバー（CCb）」とし

て、建設技術審査証明 6)を取得している。今後、CCb

工法が、地下構造物のせん断補強、耐震性能の向上

の一助となれば幸いである。 
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