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SEISMIC RETROFITTING METHOD FOR SEWERAGE BY APPLYING 

SHEAR REINFORCING BARS WITH CERAMIC CAP 

 

The seismic retrofitting of underground RC structures is needed 

because these structures have insufficient seismic performance 

according to the current design code. Recently, Ceramic-Cap-bar (CCb) 

has been developed and proven to have high shear strengthening 

efficiency as well as preventing the steel corrosion by ceramic cap. 

This paper reports the retrofitting of sewerage pump station in 

Hokuriku District by using CCb. It is proven that this retrofitting 

method has high construction efficiency, and can shorten the 

construction time, and corresponding saving construction cost.

 

 

1.はじめに 

1980 年より古い設計基準で設計された RC 構

造物では、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。上下水道施設な

どの地下に埋設された RC 構造物は、補強工事を

構造物の内側からしか施工ができない、あるいは、

補強のための増厚により内空断面積が減少するな

どの問題が多く、耐震断補強が進んでいないのが

現状である。 

しかし、近年、構造物の内側から壁や床版のせ

ん断補を行う工法が開発され、国土交通省による

「下水道総合地震対策事業 1）」の推進に合わせて、

各地で下水道施設の耐震補強が進められている。 

 セラミックキャップバー工法(CCb工法)は、地

下構造物のせん断補強工法として鹿島建設（株）

とカジマ・リノベイト(株)が共同で開発し、土木

研究センターの技術審査証明2)を取得した工法で、

その開発の経緯と設計的な考え方、施工法の概要

については昨年の技術・研究発表会で紹介した3）。 

 CCb工法は、技術審査証明を取得して以来、各

地の下水処理施設で採用されており、今回は、そ

の中から代表的な施工事例を紹介する。 

 

2.工法の概要と特徴 

CCb工法は、地下構造物の壁あるいは床版を内

空側から削孔し、そこへ両端にセラミック定着体

を装着したねじ節鉄筋を挿入して、グラウトによ

って一体化させることでせん断補強を行う工法で

ある(図-1)。鉄筋の両端に装着したセラミック定

着体が鉄筋の定着力の大部分を負担することによ

り、せん断補強を効率的かつ確実に行うことがで

きる。 

セラミック定着体は、高純度アルミナ系セラミ

ックス製で、下水道施設のような硫酸などの影響

を受ける厳しい腐食環境においても腐食の心配が

ない。そのため、定着体を部材表面付近に設置す

ることができ、その結果、従来工法より高い補強

効率を発揮できることが確認されている。 
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鉄筋径としては、D16、D19、D22の3種類が用

意されており、部材厚さや必要補強鉄筋量に応じ

て適切な径を選ぶことができる。 

CCbの組立ては、セラミック定着体とねじ節鉄

筋を別々に現場へ搬入し現場にて行う。そのため、

工場製作が不要で、既設構造物の状況に合わせた

長さの調整が現場で容易にできる。また、充填材

には汎用的な高流動グラウト材を用いており、専

用の冶具を用いることで迅速かつ確実に充填でき

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 セラミックキャップバーによるせん断補強 

 

3.施工事例 

 今回紹介するのは石川県加賀沿岸流域下水道

(大聖寺処理地区)ポンプ場整備工事(耐震補強工

事その 1)の事例である。本中継ポンプ場は、図-2

に示すように、地上１階・地下３階建の RC 構造

になっており、今回補強対象となったのは、地下

２階の壁と梁、地下水路階の壁と床版である。使

用した CCb の径は、壁が D16、床版と梁は D22

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 中継ポンプ場概要図 

本中継ポンプ場おける施工数量を表‐1 に、耐震補

強工の施工位置図をそれぞれ図‐3、4 に示す。 

 

表-1 CCb 施工数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 地下水路階施工位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 地下 2 階施工位置図 

 

4.施工方法 

4.1 CCb 施工手順 

CCb の標準的な施工手順は、図-5 に示すとおり、

①鉄筋探査 ②削孔 ③プライマー塗布 ④CCb

設置 ⑤養生 ⑥仕上げとなる。なお、CCb の組

立は削孔終了後に削孔深さの計測を行い、削孔深

さに合わせて組立てを行う。 

 

施工部位 地下 2 階 地下水路階 

壁(部材厚 500 ㎜) 351 箇所 ― 

壁(部材厚 800 ㎜) ― 271 箇所 

床版(部材厚 1,200 ㎜) ― 267 箇所 

梁(部材 1,000 ㎜) 24 箇所 ― 

後端側定着体 先端側定着体 せん断補強鉄筋 

(ねじ節鉄筋) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 施工手順 

 

鉄筋探査は、電磁波レーダー法等にて行い、鉄

筋位置をマーキングして設計設置位置と照合し、

設置位置が既設鉄筋と干渉する場合には企業者と

協議して設置位置を変更する。 

削孔は、先端側定着体及びねじ節鉄筋を挿入す

る部分(φ30～36mm 以下、一般部)と後端側定着

体の挿入部(φ60～65mm 以下、拡幅部)の二段階

で行う。通常は、一般部はレッグハンマー、拡幅

部はコアドリルで削孔するが、削孔作業箇所近傍

に配管などの支障物(写真-1)があり、レッグハン

マーの作業ができない場合や、梁などで鉄筋が密

に配置されている場合には、一般部についてもコ

アドリルで削孔を行う。なお、グラウト材のドラ

イアウト防止のため、設置に先立って孔内にプラ

イマーを塗布する。 

CCb の設置は、下向き(床版、梁)については、

孔内にグラウトを適量注入した後に CCb を挿入

する。 

横向き(壁)の施工方法については、従来、セメ

ントモルタル入りのカプセルを補強筋で突き破る

方法、あるいは可塑性を有する特殊な非流動型モ

ルタルを先に充填し、その後に鉄筋を挿入する方

法で行われていたが、これらの工法は、モルタル

内にカプセルが残置したり、空隙が発生し充填の

確実性に難があった。そこで、CCb 工法では、写

真-2 に示すように、削孔後、特殊な養生冶具を壁

に接着した後、グラウト貯留槽を設置し、グラウ

ト貯留槽内と孔内を流動性のあるグラウト材で満

たした状態で CCb を孔内に挿入することでグラ

ウト材を確実に充填する方法を開発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 支障物の状況 

 

 

 

 

 

 

 

①グラウト貯留槽     ②養生冶具 

写真-2 横向き施工に使用する仮設器具 

 

CCb 挿入後、養生冶具のスリットに養生蓋を差

し込んで閉じ、グラウト貯留槽を取り外して次の

設置場所に移動する。養生冶具はグラウト材が固

化後取り外し転用する。 

 前述した、CCb 工法施工手順を基に、実際の現

場における施工法を以下に紹介する。 

4.2 鉄筋探査 

CCb の施工では、既設鉄筋と削孔する箇所が干

渉する事が懸念されるため、削孔前に電磁波レー

ダーで既設鉄筋の位置を確認する。 

壁については、かぶりが小さいので、一般的に

使用されている鉄筋探査器を用いた。なお、床版

および梁部は、対象コンクリート表面が、凹凸面

があることや、特に梁はかぶりが大きいため、一

般的な探査機器では測定が困難であった。そこで、

そのような部位については、探査精度が高い鉄筋

探査器を使用した。しかしながら、ある特定の部
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位については、かぶりが想定以上に大きくに鉄筋

位置の把握が困難であったため、設計図面を参考

に測量を実施し、おおよその鉄筋位置を調査した

上で、ハツリ調査およびコア削孔で主筋を目視確

認する手段を採用した。 

4.3 CCb挿入孔の削孔 

CCb 挿入孔の削孔は、図-6 に示すように一般部

と拡幅部の削孔径が違うため二段階削孔となる。

どちらを先行するかについては配筋状況を勘案し

て決定するが、今回は以下の理由により、拡幅部

を先行して削孔を行った。 

鉄筋のかぶりが、40～70mm であったので、拡

幅削孔時(深さ 80mm)に既設鉄筋と干渉する恐れ

があった。一般部を先行削孔して拡幅部削孔時に

既設鉄筋と干渉した場合、一般部についても再削

孔が必要になり削孔効率が悪くなる。そこで拡幅

部を先行削孔して位置を確定した後に、一般部を

削孔した 

なお、かぶりが大きく、拡幅部と既設鉄筋との

干渉の可能性が低い場合には、一般部を先行削孔

し、CCb 挿入位置を確定してから、拡幅部を削孔

するのが好ましい。 

今回、再削孔が必要となった箇所は、壁で 622

箇所中 29 箇所(5％)、床版で 267 箇所中 3 箇所

(１％)、梁で 24 箇所中 12 箇所(50％)であり、梁

部において再削孔を多く必要とした。これは、梁

部は壁部や床版部と比較して配筋量が多く鉄筋探

査の測定精度が悪くなったためと推察される。 

また、削孔に用いた機器について、今回の施工

で主として用いたレッグハンマーの削孔では、発

生する粉塵が多いことが判明した。そのため、粉

塵の影響を抑える必要がある施工箇所については、

発生粉塵の少ないハンマードリルで削孔した。ハ

ンマードリルは、削孔速度ではレッグハンマーに

劣るが、粉塵が少なく削孔精度は良かった。写真

-3 に CCb 挿入孔の削孔状況を示す。 

 

表-2 鉄筋径と削孔径の関係 

種類 

削孔寸法(㎜) 

拡幅部 一般部 

削孔径 φA 削孔長 L 削孔径 φG 

D16 60.0 80.0 30.0 

D19 65.0 80.0 34.0 

D22 65.0 80.0 36.0 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 CCb 挿入孔寸法図(後端側) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 CCb 挿入孔の削孔 

 

4.4 CCbの組立 

CCb 組立ては以下の作業手順で行った。 

① 削孔長を検測し、CCb の長さを決定する。 

② 鉄筋を所定の長さに切断後、両端に所定のね

じ込み長さに合わせてマーキングする。 

③ 定着体にエポキシ樹脂を注入し、定着体と鉄

筋を接合し養生する。 

定着体とねじ節鉄筋を接合においては、定着体

の端部がマーキングにかかっていることと、注入

した樹脂が定着体のねじ節鉄筋差込部からはみ出

していることを確認することで品質を確認した。 

本施工では、レッグハンマーが地盤側鉄筋に干

渉して、10～50 ㎜程度所定の削孔長が満足できな

いケースがあった。この対応策として、再削孔す

る、CCb の長さを短くする 2 ケースが考えられた

が、所定の削孔長を満足できなかった本数が全体



施工量の 10％程度で、設計上の余裕度の範囲内で

あるため、企業者と協議して CCb 長を変更するこ

とで対処した。 

写真-4 に示すように、CCb は現場で組立てを行

うため、こうした状況においても現場加工で対応

が可能であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 CCb 組立て 

 

4.5 プライマー塗布・養生冶具取付け 

グラウト材の水分が、既設コンクリートに吸水

されドライアウト現象が発生するのを防止するた

めに、グラウト充填に先立ってプライマーの塗布

を行った。塗布回数は 2 回とし、アクリル系プラ

イマーの 2 倍希釈液を噴霧器で孔内奥から、均一

に噴霧した。 

プライマー乾燥後、削孔前面の所定の位置に、

剥離可能な接着材を使用して写真-5 に示す養生

冶具を取付けた。養生冶具は、グラウト材の水分

を吸水しない材質かつ軽量なアクリル製を使用し

た。 

 

 

 

 

 

 

写真-5 養生冶具の設置状況 

 

4.6 グラウト材充填・CCb 挿入 

 CCb の施工向きに応じた施工方法を下記に述

べる。なお、使用するグラウト材は、流動性・充

填性に優れた無収縮グラウト材を使用した。表-3

にグラウト材の特性を示す。 

 

表-3 無収縮グラウト材の特性 

 

(1)下向き（床版・梁）の施工 

下向きの施工方法は、①グラウト材を流し込み

による注入、②CCb の挿入（写真-6）となる。施

工完了時は、後端側の定着体の端面がコンクリー

ト表面と一致した状態となる。（写真-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 CCb の挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 下向き施工の完了 

 

(2)横向き(壁)の施工 

横向きの施工手順は、①グラウト貯留槽の設置、

②グラウト材の注入、③エアの掻き出し、④CCb

の挿入、⑤養生蓋設置、⑥グラウト材回収及び貯

留槽の取外しとなる。なお、グラウト材は養生蓋

設置後グラウトポンプに戻し再利用した。横向き

作業で用いるグラウト貯留槽は、写真-9、10 に示

す形状をしており、CCb の長さに合わせて数種類

用意した。グラウト貯留槽は真空ポンプで壁面に

吸着して設置する仕様になっており、壁面を傷つ

けずに施工が可能である。 

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 

（%） 

圧縮強度(N/mm2) 

1 日 3 日 7 日 28 日 

35.0 15～30 0.0 0.14～0.23 22.2 38.6 58.3 65.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 グラウト貯留槽（吸盤仕様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-10 グラウト貯留槽（作業床設置仕様） 

 

4.7 養生冶具撤去、仕上げ 

横向き施工では、グラウト材の硬化後に、養生

冶具を撤去し、撤去した養生冶具は清掃して再利

用した。 

養生冶具撤去後、躯体表面に付着したグラウト

材のノロ等を清掃して施工を完了した。 

 

5.まとめ 

今回の施工を通じて明らかになった事項、改善

すべき事項等を以下に列挙する。 

(1) 電磁波レーダーによる鉄筋位置探査は、かぶり

が大きく配筋が密な梁に対しては有効でなか

った。部分的なハツリやコアボーリングよる探

り掘りを併用することが削孔ロスを低減する

ために有効である。 

(2) CCb の特徴である現場組立て方式が、施工の

正確さと無駄の排除に有効であった。また、現

場状況の変化にも迅速に対応できることが実

証された。 

(3) 横向き施工に対して、養生冶具とグラウト貯留

槽による方式が有効であることが実証された。

しかし、更に施工能率を上げるために、養生冶

具を省略した方式の開発やグラウト貯留槽の軽

量化を今後検討していきたい。 

 

後施工せん断補強方式による耐震補強工事は、

上下水道施設をはじめ各種の地下構造物に対す

る補強対策として今後も工事量が増大していく

ことが期待される。今回の施工実績を踏まえて工

法の改良を行い、競争力の一層の向上と適用実績

の拡大を図りたい。 
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