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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先行エレメントに連続して後行エレメントを構築することにより構成されるコンクリー
ト造地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって、
　地盤の前記先行エレメントにあたる部分を掘削して掘削溝を形成する先行掘削ステップ
と、
　内部に長さ方向に延びる空洞が形成され、前記後行エレメント側の端部が切削されるこ
とにより、この空洞が開口した時に、その開口部から異物が流入するのを防止する流入防
止手段を前記空洞内に備えた長尺の空隙部形成部材を、前記掘削溝内の後行エレメント側
の端部に上下に延びるように設置する空隙部形成部材設置ステップと、
　前記先行エレメントを構成するコンクリートを打設する先行コンクリート打設ステップ
と、
　前記打設したコンクリートが硬化した後、地盤の前記後行エレメントにあたる部分を掘
削して掘削溝を形成するとともに、前記先行エレメントの前記後行エレメント側端面を切
削し、その際、前記空隙部形成部材の前記後行エレメント側の端部を切削することにより
、前記空洞を前記掘削溝内に開口させる後行掘削ステップと、
　止水板材を、その前記先行エレメント側の部分が前記空隙部形成部材の前記開口した空
洞内に収容され、かつ、止水手段が前記止水板材と前記空隙部形成部材との間に介在する
ように建て込む止水板材建込ステップと、
　前記後行エレメントを構成するコンクリートを打設する後行コンクリート打設ステップ
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と、を備えることを特徴とする地中壁の打ち継ぎ部の施工方法。
【請求項２】
　請求項１記載の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって、
　前記流入防止手段は、前記空洞内に取り外し可能に装填された部材であり、
　前記止水板材建込ステップは、前記部材を取り外した後に行うことを特徴とする地中壁
の打ち継ぎ部の施工方法。
【請求項３】
　請求項１記載の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって、
　前記流入防止手段は、前記空洞内に設けられた撥水性の液体が塗布されたブラシである
ことを特徴とする地中壁の打ち継ぎ部の施工方法。
【請求項４】
　請求項１から３何れかに記載の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって、
　前記止水手段は、前記止水板材に取り付けられた吸水膨張性を有する止水材であること
を特徴とする地中壁の打ち継ぎ部の施工方法。
【請求項５】
　請求項３記載の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって、
　前記ブラシは、前記止水手段としても機能することを特徴とする地中壁の打ち継ぎ部の
施工方法。
【請求項６】
　請求項１から５何れかに記載の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって、
　前記止水板材の前記後行エレメント内に埋め込まれる部分には、上下方向に延びるよう
に止水材が取り付けられていることを特徴とする地中壁の打ち継ぎ部の施工方法。
【請求項７】
　請求項１から６のうち何れかに記載の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって、
　前記空隙部形成部材の前記空洞は、前記掘削溝内に配置された状態において、前記地中
壁の壁延長方向に延びるとともに前記先行エレメント側の端部が拡幅しており、
　前記止水板材は、前記掘削溝内に建て込まれた状態で、前記先行エレメント側の端部に
壁厚方向に広がる拡幅部を備え、
　前記止水部材建て込みステップでは、前記止水板材を、前記拡幅部が前記空隙部形成部
材の前記空洞の拡幅する部分に収容されるように建て込むことを特徴とする地中壁の打ち
継ぎ部の施工方法。
【請求項８】
　前記地中壁には、鉄筋かご又は鉛直方向に延びる芯材が埋設されており、
　前記空隙部形成部材は、前記鉄筋かご又は芯材に鉛直方向に延びるように取り付けられ
ており、
　前記空隙部形成部材配置ステップでは、前記鉄筋かご又は芯材を建て込むことにより前
記空隙部形成部材を配置することを特徴とする請求項１から７何れかに記載の地中壁の打
ち継ぎ部の施工方法。
【請求項９】
　請求項１から８何れかに記載の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法によりエレメントが打ち
継がれてなることを特徴とする地中壁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、先行エレメントに後行エレメントが打ち継がれてなる地中壁の打ち継ぎ部の
施工方法及び地中壁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、先行エレメントに連続して後行エレメントを構築することにより地中壁を構
築することが行われている。このような方法で構築した地中壁は、エレメント間の打ち継
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ぎ部から漏水が生じる虞がある。そこで、先行エレメントの後行エレメント側の面に凹凸
を形成し、この面に後行エレメントを打ち継ぐことにより打ち継ぎ面の止水性を向上する
方法（カッティングジョイント方式）が用いられている。
【０００３】
　このようなカッティングジョイント方式によりエレメントが打ち継がれてなる地中壁の
構築方法として、例えば、特許文献１には、先行エレメントを構築する際に、先行エレメ
ントの端面にほぞ溝を形成する溝形鋼と、この溝形鋼の溝内に長手方向に延びるように配
設されたＴ型鋼と、この溝形鋼の溝を覆うように取り付けられたＡＬＣ版とからなる箱状
の部材を埋設しておき、先行エレメントの後行エレメント側の端面をカッティングする際
に、ＡＬＣ版を切削して取り除き、後行エレメントを構築する方法が記載されている。か
かる方法により構築された地中壁の打ち継ぎ部の構造によれば、打ち継ぎ面に凹凸ができ
るため、その全長が長くなり止水性を向上することができる。
【特許文献１】特開昭６３―１２５７２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載の方法では、先行エレメントの後行エレメント側の端面
をカッティングする際にＡＬＣ版を切削して取り除く必要があるが、ＡＬＣ版のみを正確
にカッティングすることは難しく、ＡＬＣ版が残存する虞がある。また、カッティングを
行う際に溝形鋼の内部が掘削溝内に露出してしまうため、溝形鋼の内面にスライムが付着
してしまう虞がある。これらの場合には、地中壁の打ち継ぎ面に水道ができてしまうため
、止水性が低下する原因となってしまう。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであり、その目的は、先行エレメントに後行
エレメントが打ち継がれてなる地中壁の打ち継ぎ部において確実に止水性を持たせること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法は、先行エレメントに連続して後行エレメント
を構築することにより構成されるコンクリート造地中壁の打ち継ぎ部の施工方法であって
、地盤の前記先行エレメントにあたる部分を掘削して掘削溝を形成する先行掘削ステップ
と、内部に長さ方向に延びる空洞が形成され、前記後行エレメント側の端部が切削される
ことにより、この空洞が開口した時に、その開口部から異物が流入するのを防止する流入
防止手段を前記空洞内に備えた長尺の空隙部形成部材を、前記掘削溝内の後行エレメント
側の端部に上下に延びるように設置する空隙部形成部材設置ステップと、前記先行エレメ
ントを構成するコンクリートを打設する先行コンクリート打設ステップと、前記打設した
コンクリートが硬化した後、地盤の前記後行エレメントにあたる部分を掘削して掘削溝を
形成するとともに、前記先行エレメントの前記後行エレメント側端面を切削し、その際、
前記空隙部形成部材の前記後行エレメント側の端部を切削することにより、前記空洞を前
記掘削溝内に開口させる後行掘削ステップと、止水板材を、その前記先行エレメント側の
部分が前記空隙部形成部材の前記開口した空洞内に収容され、かつ、止水手段が前記止水
板材と前記空隙部形成部材との間に介在するように建て込む止水板材建込ステップと、前
記後行エレメントを構成するコンクリートを打設する後行コンクリート打設ステップと、
を備えることを特徴とする。
【０００７】
　上記の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法において、前記流入防止手段は、前記空洞内に取
り外し可能に装填された部材であり、前記止水板材建込ステップは、前記部材を取り外し
た後に行ってもよく、また、前記流入防止手段は、前記空洞内に設けられた撥水性の液体
が塗布されたブラシであってもよい。
【０００８】
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　また、前記止水手段は、前記止水板材に取り付けられた吸水膨張性を有する止水材であ
ってもよい。また、前記ブラシは、前記止水手段としても機能してもよい。
　また、前記板材の前記後行エレメント内に埋め込まれる部分には、上下方向に延びるよ
うに止水材が取り付けられていてもよい。
【０００９】
　また、前記空隙部形成部材の前記空洞は、前記掘削溝内に配置された状態において、前
記地中壁の壁延長方向に延びるとともに前記先行エレメント側の端部が拡幅しており、前
記止水板材は、前記掘削溝内に建て込まれた状態で、前記先行エレメント側の端部に壁厚
方向に広がる拡幅部を備え、前記止水部材建て込みステップでは、前記止水板材を、前記
拡幅部が前記空隙部形成部材の前記空洞の拡幅する部分に収容されるように建て込んでも
よい。
【００１０】
　また、前記地中壁には、鉄筋かご又は鉛直方向に延びる芯材が埋設されており、前記空
隙部形成部材は、前記鉄筋かご又は芯材に鉛直方向に延びるように取り付けられており、
　前記空隙部形成部材配置ステップでは、前記鉄筋かご又は芯材を建て込むことにより前
記空隙部形成部材を配置してもよい。
【００１１】
　また、本発明の地中壁は、上記の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法によりエレメントが打
ち継がれてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、板材の後行エレメント側の部分は後行エレメントを構成するコンクリ
ート内に埋め込まれるため、打ち継ぎ面から浸入した水が後行エレメント側を回り込むの
を防止できる。また、止水板材に取り付けられた止水手段により、止水板材と空隙部形成
部材との間が止水されるため、打ち継ぎ面から浸入した水が先行エレメント側を回り込む
のを防止でき、打ち継ぎ部を確実に止水することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法の一実施形態を図面を参照しながら詳細
に説明する。
　図１は、本実施形態の施工方法により先行エレメントに後行エレメントが打ち継がれて
なる地中壁１を示す図であり、（Ａ）は地中壁１の内部構造を示すべく、一部を除去して
示す正面図、（Ｂ）は（Ａ）におけるＢ―Ｂ´断面図である。同図に示すように、地中壁
１は、先行エレメント１０に連続して後行エレメント２０が構築されることにより構成さ
れている。先行エレメント１０及び後行エレメント２０は、夫々、地盤３を掘削すること
により形成された掘削溝１５、２５内に打設されたコンクリート１２、２２と、コンクリ
ート１２、２２内に夫々壁延長方向に間隔をあけて埋設された複数のＨ型鋼１１、２１と
、を備える。
【００１４】
　先行エレメント１０の後行エレメント２０側の打ち継ぎ面には凹凸（不図示）が形成さ
れており、先行エレメント１０と後行エレメント２０とはカッティングジョイント方式で
打ち継がれている。また、地中壁１には、先行エレメント１０と後行エレメント２０との
打ち継ぎ面と交差するように吸水膨張性の止水材が取り付けられた止水鋼板３０が埋設さ
れている。
【００１５】
　本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法は、地中壁１の先行エレメント１０を構築
する際に、内部に空洞を有する空隙部形成部材４０を埋設しておき、先行エレメント１０
の端面をカッティングする際に空隙部形成部材４０の端部を削り、空隙部形成部材４０の
空洞を端面に開口させ、この空洞内に中間部から先行エレメント１０側が収容されるよう
に空隙部形成部材４０内に止水鋼板３０を建て込んだ後、後行エレメント２０を構築する
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ものである。
【００１６】
　以下、地中壁１の構築方法を説明する。
　図２～図８は、地中壁１の構築方法を説明するための図である。なお、図２において、
（Ａ）は地中壁１の壁延長方向の鉛直断面図、（Ｂ）は地中壁１の壁厚方向の鉛直断面図
である。また、図３、図４、及び図６～図８の各図において、（Ａ）は地中壁１の壁延長
方向の鉛直断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるＢ－Ｂ´断面図であり、（Ｃ）は（Ｂ
）におけるＣ部の拡大図である。また、図５において、（Ａ）は地中壁１の壁厚方向の鉛
直断面図、（Ｂ）は地中壁１の壁延長方向の鉛直断面図、（Ｃ）は（Ｂ）におけるＣ－Ｃ
´断面図であり、（Ｄ）は（Ｃ）におけるＤ部の拡大図である。また、図２の（Ａ）、図
３図４、図６～図８の（Ｂ）、（Ｃ）、図５の（Ｃ）、（Ｄ）において図中上方が地山側
である。
【００１７】
　まず、図２に示すように、揚重装置２００により揚重された掘削装置２１０を用いて、
地盤３の先行エレメント１０にあたる部分を掘削し、掘削溝１５を形成する。掘削装置２
１０としては、後述する後行エレメント２０にあたる部分の地盤３を掘削する際に、同時
に先行エレメント１０の端面を削り、凹凸を形成することができ水平多軸回転カッターが
好適である。
【００１８】
　次に、図３に示すように、揚重装置２００により掘削溝１５内に先行エレメント１０を
構成するＨ型鋼１１を建て込む。この際、後述するように、予め、後行エレメント２０側
の端部に建て込まれるＨ型鋼１１の地山側に空隙部形成部材４０を取り付けておく。
【００１９】
　図９は、Ｈ型鋼１１に取り付けられた空隙部形成部材４０の水平断面図である。空隙部
形成部材４０は上下方向に全長に亘って延びる空隙４１を有する例えば硬質塩化ビニール
製の中空の部材からなる。空隙部形成部材４０に形成された空隙４１は、掘削溝１５内に
建て込んだ状態において水平視で壁延長方向に延びる直部４１Ｂと、直部４１Ｂの先行エ
レメント１０側の端部に設けられた直部４１Ｂの幅よりも直径が大きな円形状の円形部４
１Ａとからなる。
　図３（Ｃ）に示すように、空隙部形成部材４０は、その側部に設けられた取付部４３が
フラットバー３５によりＨ型鋼１１表面に固定されることにより、Ｈ型鋼１１に取り付け
られている。
　先行エレメント１０内に建て込む際には、空隙部形成部材４０の直部４１Ｂに発泡スチ
ロール４２を密嵌しておく。そして、この空隙部形成部材４０の直部４１Ｂ側の端部が掘
削溝１５の後行エレメント２０側の内周面の近傍に位置するようにＨ型鋼１１を建て込む
。
【００２０】
　なお、空隙部形成部材４０の取り付けられたＨ型鋼１１の両フランジの後行エレメント
２０側の端部に例えば半割りの塩ビ管などからなるスペーサ４５を、空隙部形成部材４０
よりも後行エレメント２０側に突出するように取り付けておくとよい。これにより、空隙
部形成部材４０を取り付けたＨ型鋼１１を建て込む際に、Ｈ型鋼１１が後行エレメント２
０側に振れた場合にも、スペーサ４５が掘削溝１５の後行エレメント２０側の内周面に衝
突して、空隙部形成部材４０の衝突が防止されるので、空隙部形成部材４０が変形したり
、位置がずれたりすることを防止できる。
【００２１】
　次に、図４に示すように、Ｈ型鋼１１の間にトレミー管２２０を挿入して、掘削溝１５
内に先行エレメント１０を構成するコンクリート１２を打設する。この際、空隙部形成部
材４０には打設されたコンクリート１２から圧力が作用するが、空隙部形成部材４０の直
部４１Ｂにあたる部分では、空隙４１内に発泡スチロール４２が嵌めこめられているため
、また、空隙部形成部材４０の円形部４１Ａの外周にあたる部分では、この部分が円形状
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に形成されているため、コンクリート１２の圧力に抵抗することができる。なお、上記の
ように、空隙部形成部材４０がＨ型鋼１１の地山側の部位に取り付けられているため、図
４（Ｃ）に示すように、空隙部形成部材４０がトレミー管２１０を挿入する際に障害とな
ることはない。
　そして、このコンクリート１２が硬化することにより先行エレメント１０が構築される
。
【００２２】
　次に、図５に示すように、揚重装置２００により揚重された掘削装置２１０を用いて、
地盤３の後行エレメント２０にあたる部分を掘削し、掘削溝２５を形成する。なお、この
際、地盤３を掘削するのと同時に、先行エレメント１０の後行エレメント２０側端面を切
削することにより先行エレメント１０の後行エレメント１０側端面に凹凸を形成する。ま
た、これと同時に、空隙部形成部材４０の後行エレメント１０側の端部を切削し、内部に
密嵌された発泡スチロール４２を露出させる。この際、発泡スチロール４２が空隙部形成
部材４０の空隙４１に密嵌されているため、空隙部形成部材４０内にスライムが入り込む
のを防止できる。
【００２３】
　そして、掘削が完了した後、空隙部形成部材４０の直部４１に密嵌された発泡スチロー
ル４２を取り外す。これにより、内部の空隙４１が掘削溝２５内に開口することとなる。
【００２４】
　次に、図６に示すように、止水鋼板３０を、中間部より先行エレメント１０側の部分が
空隙部形成部材４０の空隙４１内に収容されるように建て込む。
　図１０は、止水鋼板３０の構成を示す断面図である。同図に示すように、止水鋼板３０
は、鋼板３１と、鋼板３１の水平方向両端に上下方向全長に亘って延びるように接続され
た丸鋼３１Ａ，３１Ｂとからなる長尺部材である。また、止水鋼材３０を構成する丸鋼３
１Ａ，３１Ｂの外周面には上下方向全長に亘って吸水膨張性を有する止水材３２、３３が
取り付けられている。
【００２５】
　止水材３２としては、止水鋼板３０の建て込み後、直ちに膨張して、後行エレメント２
０のコンクリート２２の打設前に止水性を確保できるものがよい。また、止水材３３は、
後述する後行エレメント２０を構成するコンクリート２２の打設完了前に完全に膨張して
しまうと、後行エレメント２０を構築した時点で止水材３３が膨張しないので止水性が得
られなくなる。このため、例えば、図１１においてグラフに示すように、水中に５日間程
度置かれても、完全に膨張してしまわないような特性を有する止水材を用いる必要がある
。このような止水材としては、三洋化成工業株式会社製のアクアプレンＤＸ（商品名）な
どが好適である。
【００２６】
　止水鋼板３０の建て込みにあたっては、鋼板３１の端部に取り付けられた丸鋼３１Ｂを
空隙部形成部材４０の空隙４１の円形部４１Ａに収容されるように上方から建て込むこと
で、この丸鋼３１Ｂが円形部４１Ａにより案内され、スムーズに建て込むことができとと
もに、止水鋼板３０が掘削孔２５側へ移動しないように保持することができる。なお、止
水鋼板３０は、上下方向の全長が長く、施工が困難な場合には、複数に分割しておき、分
割された止水鋼板３０を連結しながら建て込んでもよい。
【００２７】
　このように、先行エレメント１０の端面を切削した後、止水鋼板３０を建て込むことと
したため、先行エレメント１０の端面を掘削する際に発生するスライム等が止水鋼材３０
の表面に付着することを防止できる。
【００２８】
　次に、図７に示すように、掘削溝２５内に後行エレメント２０を構成するＨ型鋼２１を
所定の間隔をあけて建て込む。
【００２９】
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　次に、図８に示すように、Ｈ型鋼２１の間にトレミー管２２０を挿入して、掘削溝２５
内に後行エレメント２０を構成するコンクリート２２を打設する。上述のように、止水鋼
板３０は掘削溝２５の形成及び先行エレメント１０の端面の切削後に建て込まれているた
め、その表面にスライム等が付着しておらず、確実に後行エレメント２０と密着させるこ
とができる。
【００３０】
　また、止水鋼板３０の中間部から先行エレメント１０側の部分が空隙部形成部材４０に
収容され、さらに、丸鋼３１Ｂが円形部４１Ａに収容されているため、止水鋼板３０が保
持され、コンクリート２２の打設圧により移動することを防止できる。
　打設したコンクリート２２が硬化することにより、先行エレメント１０に連続して後行
エレメント２０が打ち継がれる。この作業を繰り返すことで地中壁１を構築することがで
きる。
【００３１】
　図１２は、構築完了後の地中壁１の打ち継ぎ部を示す拡大図である。上記のように構築
することで、図１２に示すように、先行エレメント１０の後行エレメント２０側の端部に
は、後行エレメント２０に向かって空隙４１が打ち継ぎ面Ｆに開口するように空隙部形成
部材４０が埋設される。そして、止水鋼板３０が、その一端の丸鋼３１Ｂが空隙部形成部
材４０の円形部４１Ａ内に収容され、また、中間部より先行エレメント１０側の部分が空
隙部形成部材４０の空隙４１に収容された状態で、先行エレメント１０と後行エレメント
２０の間の打ち継ぎ面Ｆと交差するように地中壁１に埋設されることとなる。また、止水
鋼材３０の中間部より後行エレメント２０側の部分には、止水鋼材３０の表面にスライム
等が付着しておらず、後行エレメント２０を構成するコンクリート２２が周囲に密着する
こととなる。
【００３２】
　かかる構成によれば、地山側から打ち継ぎ面Ｆに浸入した水は、打ち継ぎ面Ｆに沿って
止水鋼板３０まで到達する。この水が、止水鋼板３０を構成する鋼板３１に沿って流れる
ことにより、鋼板３１に沿って先行エレメント１０側に水が浸入すると、止水鋼板３０の
丸鋼３１Ｂに取り付けられた止水材３２がこの水を吸収し、膨張する。この結果、止水材
３２が空隙部形成部材４０の内周面と密着し、止水材３２が丸鋼３１Ｂと空隙部形成部材
４０との間を完全に塞ぐこととなり、打ち継ぎ面Ｆに浸入した水が止水鋼板３０の先行エ
レメント１０側を回り込んで地山の反対側へ漏水することを防止できる。
【００３３】
　また、上記のように、止水鋼材３０の後行エレメント２０側の部分は、後行エレメント
２０を構成するコンクリート２２が周囲に密着しているため、止水鋼板３０とコンクリー
ト２２との間に水が流れ込むのを阻止できる。さらに、止水鋼板３０とコンクリート２２
との間に水が流れ込んだとしても、この水により止水鋼板３０の後行エレメント２０側に
取り付けられた止水材３３が膨張し、後行エレメント２０を構成するコンクリート２２と
密着し、丸鋼３１Ａとコンクリート２２との間を完全に塞ぐ。これにより、
打ち継ぎ面Ｆに浸入した水が止水鋼板３０の後行エレメント２０側を回り込んで漏水する
ことを防止できることとなり、打ち継ぎ面Ｆを確実に止水することができる。
【００３４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、止水鋼板３０に沿って先行エレメント１０
側を回りこんで水が浸入しても、吸水膨張性の止水材３２がこの水を吸収して膨張し、空
隙部形成部材４０と止水鋼板３０を構成する丸鋼３１Ｂとの間を塞ぐことにより、この水
が地中壁１の反対側へ漏水するのを防止できる。また、止水鋼板３０の後行エレメント２
０側の部分が、後行エレメント２０を構成するコンクリート２２に埋め込まれているため
、止水鋼板３０と後行エレメント２０との間に水が浸入するのを防止できる。
【００３５】
　さらに、止水鋼板３０と後行エレメント２０との間に水が浸入したとしても、止水鋼板
３０の端部に取り付けられた吸水膨張性の止水材３３が浸入した水により膨張し、水道を
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塞ぐこととなる。これにより、止水鋼板３０の後行エレメント２０側を回りこんで水が地
中壁１の反対側まで到達するのを防止できる。このように本実施形態によれば、カッティ
ングジョイントによりエレメント１０、２０が打ち継がれてなる地中壁１において、エレ
メント１０、２０の打ち継ぎ面における止水性を確実に確保することができる。
【００３６】
　また、空隙部形成部材４０の直部４１Ｂに発泡スチロール４２を嵌め込んでおくことで
、後行エレメント２０を構成するコンクリート２２を打設する際に、空隙部形成部材４０
の空隙４１内にスライムが流入するのを防止することができる。これにより、後行エレメ
ント２０を打設する際に、空隙部形成部材４０の内面に沿って水道が生じるのを防止でき
る。
【００３７】
　また、先行エレメント１０を構築する際に、空隙部形成部材４０を先行エレメント１０
内に埋設しておき、先行エレメント１０の打ち継ぎ面を切削する際に、隙部形成部材４０
の後行エレメント２０側の端部を削り、内部の空隙４１を打ち継ぎ面に開口させ、この空
隙４１内に止水鋼板３０の一部を収容することにより確実に止水鋼板３０をエレメント１
０、２０間の打ち継ぎ面と交差するように配置することができる。
【００３８】
　なお、上記の実施形態では、後行エレメント２０を構成するコンクリート２２を打設す
る際に、このコンクリート２２が空隙部形成部材４０の空隙４１内に流れこまないように
直部４１Ｂに発泡スチロール４２を嵌め込むものとしたが、これに限らず、図１３に示す
ように、直部４１Ｂの内周面にブラシ１４２を取り付けておき、ブラシ１４２にグリース
などの撥水性の液体を塗布してもよい。かかる構成によっても、コンクリート２２が空隙
部形成部材４０の空隙４１内に流れ込むことを防止できる。さらに、このような場合には
、空隙部形成部材４０の空隙４１に止水鋼板３０を配置すると、止水鋼板３０と空隙部形
成部材４０の内周面との間の止水性をグリースの塗布されたブラシ１４２により確保でき
るので、止水材３２を省略することができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、止水鋼板３０を鋼板３１と、この鋼板３１の両端に接続された
丸鋼３１Ａ，３１Ｂとからなるものとしたが、必ずしも、丸鋼３１Ａ，３１Ｂは鋼板３１
の両側に接続する必要はなく、少なくとも空隙部形成部材４０に収容される側の端部に接
続されていればよい。さらに、鋼板３１に接続するのは丸鋼３１Ｂに限られず、これに変
えて、鋼板３１に比べて壁厚方向の幅が広い部材を鋼板３１に接続するものとしてもよい
。この場合には、空隙部形成部材４０の円形部４１Ａを鋼板３１に接続した部材の断面形
状に合わせることが好ましい。
　また、本実施形態では、空隙部形成部材４０を硬質塩化ビニールからなるものとしたが
、これに限らず、先行エレメント１０の端面を切削する際に、先行エレメント１０ととも
に切削することができれば材料は問わない。
【００４０】
　なお、上記の実施形態では、コンクリート１２、２２内にＨ型鋼１１、２１が埋設され
てなるエレメント１０、２０が打ち継がれてなる地中壁１に本発明を適用した場合につい
て説明したが、これに限らず、コンクリート内に鉄筋かごが埋設されてなるエレメントが
打ち継がれてなる地中壁にも本発明を適用できる。このような場合には、空隙部形成部材
４０を配置する際には、鉄筋かごの後行エレメント側の端部に接続しておき、鉄筋かごを
建て込むことにより配置すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本実施形態の打ち継ぎ部の施工方法により構築された地中壁を示す図であり、（
Ａ）は地中壁の内部の構造を示すべく一部を除去した正面図であり、（Ｂ）は同図（Ａ）
におけるI―I´断面図である。
【図２】本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法を説明するための図（その１）であ
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り、（Ａ）は地中壁の壁延長方向の鉛直断面図、（Ｂ）は地中壁の壁厚方向の鉛直断面図
である。
【図３】本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法を説明するための図（その２）であ
り、（Ａ）は地中壁の壁延長方向の鉛直断面図であり、（Ｂ）は同図（Ａ）におけるＢ－
Ｂ´断面図であり、（Ｃ）は同図（Ｂ）におけるＣ部の拡大図である。
【図４】本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法を説明するための図（その３）であ
り、（Ａ）は地中壁の壁延長方向の鉛直断面図であり、（Ｂ）は同図（Ａ）におけるＢ－
Ｂ´断面図であり、（Ｃ）は同図（Ｂ）におけるＣ部の拡大図である。
【図５】本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法を説明するための図（その４）であ
り、（Ａ）は地中壁の壁厚方向の鉛直断面図、（Ｂ）は地中壁の壁延長方向の鉛直断面図
、（Ｃ）は（Ｂ）におけるＣ－Ｃ´断面図であり、（Ｄ）は（Ｃ）におけるＤ部の拡大図
である。
【図６】本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法を説明するための図（その５）であ
り、（Ａ）は地中壁の壁延長方向の鉛直断面図であり、（Ｂ）は同図（Ａ）におけるＢ－
Ｂ´断面図であり、（Ｃ）は同図（Ｂ）におけるＣ部の拡大図である。
【図７】本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法を説明するための図（その６）であ
り、（Ａ）は地中壁の壁延長方向の鉛直断面図であり、（Ｂ）は同図（Ａ）におけるＢ－
Ｂ´断面図であり、（Ｃ）は同図（Ｂ）におけるＣ部の拡大図である。
【図８】本実施形態の地中壁の打ち継ぎ部の施工方法を説明するための図（その７）であ
り、（Ａ）は地中壁の壁延長方向の鉛直断面図であり、（Ｂ）は同図（Ａ）におけるＢ－
Ｂ´断面図であり、（Ｃ）は同図（Ｂ）におけるＣ部の拡大図である。
【図９】空隙部形成部材を示す水平断面図である。
【図１０】止水鋼板の構成を示す水平断面図である。
【図１１】止水材の水中におかれた経過時間と、体積膨張率との関係を示すグラフである
。
【図１２】構築完了後の地中壁の打ち継ぎ部を示す拡大図である。
【図１３】別の実施形態の空隙部形成部材を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１　地中壁
１０　先行エレメント
１１　Ｈ型鋼
１２　コンクリート
１５　掘削溝
２０　後行エレメント
２１　Ｈ型鋼
２２　コンクリート
２５　掘削溝
３０　止水鋼板
３１　鋼板
３１Ａ、３１Ｂ　丸鋼
３２、３３　止水材
４０　空隙部形成部材
４１　空隙
４１Ａ　円形部
４１Ｂ　直部
４２　発泡スチロール
１４２　ブラシ
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