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(57)【要約】
【課題】新設コンクリートのひび割れを十分に抑制する
ことができるコンクリートの打継施工方法を提供する。
【解決手段】本発明のコンクリートの打継施工方法は、
既設コンクリート構造物１１の上に新設コンクリート１
９を打継ぐコンクリートの打継施工方法であって、既設
コンクリート構造物１１の上面１１ａに、新設コンクリ
ート１９用の型枠１５を設置する型枠設置工程と、型枠
１５内の底部における既設コンクリート構造物１１の上
面１１ａに、新設コンクリート１９よりも遅く硬化する
遅延硬化層１７を設ける遅延硬化層設置工程と、型枠１
５内の遅延硬化層１５の上に新設コンクリート１９を打
設する新設コンクリート打設工程と、を備える。遅延硬
化層設置工程では、軟練りの超遅延コンクリート、又は
軟練りの超遅延モルタルを前記型枠内の底部に充填する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存構造体の上に新設コンクリートを打継ぐコンクリートの打継施工方法であって、
　前記既存構造体の上面に、前記新設コンクリート用の型枠を設置する型枠設置工程と、
　前記型枠内の底部における前記既存構造体の上面に、前記新設コンクリートよりも遅く
硬化する遅延硬化層を設ける遅延硬化層設置工程と、
　前記型枠内の前記遅延硬化層の上に前記新設コンクリートを打設する新設コンクリート
打設工程と、を備え、
　前記遅延硬化層設置工程では、
　JIS A 1150に規定されたスランプフロー試験によるスランプフロー値が600～700mmであ
る軟練りの超遅延コンクリート、又はJIS R 5201に規定されたモルタルフロー試験による
モルタルフロー値が250～350mmである軟練りの超遅延モルタルを前記型枠内の底部に充填
することを特徴とするコンクリートの打継施工方法。
【請求項２】
　前記遅延硬化層設置工程では、
　前記遅延硬化層の厚さを、
　前記新設コンクリートが硬化してなる新設コンクリート体と遅延硬化層とを合わせた全
体の厚さの５％以下とすることを特徴とする請求項１に記載のコンクリートの打継施工方
法。
【請求項３】
　前記新設コンクリート打設工程の後、
　前記型枠を撤去し、前記新設コンクリートの側面と前記遅延硬化層の側面とを露出させ
る型枠撤去工程と、
　露出した前記遅延硬化層の側面に養生を施して前記遅延硬化層を硬化させる遅延硬化層
硬化工程と、
を更に備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載のコンクリートの打継施工方法。
【請求項４】
　既存構造体の上に新設コンクリートを打継ぐコンクリートの打継施工方法であって、
　前記既存構造体の上面に、超遅延剤を塗布する超遅延剤塗布工程と、
　前記超遅延剤の塗布部分の上に前記新設コンクリートを打設する新設コンクリート打設
工程と、を備えることを特徴とするコンクリートの打継施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既存構造体の上に新設コンクリートを打継ぐコンクリートの打継施工方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　既存構造体（既設のコンクリート構造物や既存の岩盤等）などの上に新設コンクリート
を打ち継ぐ場合には、新設コンクリートに温度ひび割れが生じる場合がある。このような
温度ひび割れは、新設コンクリートの硬化過程において、硬化時の温度変化による収縮が
既存構造体に拘束され、新設コンクリートに引張応力が生じることで発生する。このよう
な新設コンクリートのひび割れを低減する方法としては、超遅延剤を用いて凝結時間を遅
らせた超遅延モルタル又は超遅延コンクリートを打継ぎ部に敷設しておき、その上に新設
コンクリートを打込む方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭５８－１５６６２７号公報
【発明の概要】
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【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の方法では、新設コンクリートの打込み時に、打継ぎ部に敷
設した超遅延モルタル又は超遅延コンクリートが、流されて偏在したり、新設コンクリー
トと混ざってしまったり、不均一に偏在したりすることで、新設コンクリートのひび割れ
抑制効果が十分に発揮されない場合がある。
【０００５】
　このような問題に鑑み、本発明は、新設コンクリートのひび割れを十分に抑制すること
ができるコンクリートの打継施工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の打継施工方法は、既存構造体の上に新設コンクリートを打継ぐコンクリートの
打継施工方法であって、既存構造体の上面に、新設コンクリート用の型枠を設置する型枠
設置工程と、型枠内の底部における既存構造体の上面に、新設コンクリートよりも遅く硬
化する遅延硬化層を設ける遅延硬化層設置工程と、型枠内の遅延硬化層の上に新設コンク
リートを打設する新設コンクリート打設工程と、を備え、遅延硬化層設置工程では、JIS 
A 1150に規定されたスランプフロー試験によるスランプフロー値が600～700mmである軟練
りの超遅延コンクリート、又はJIS R 5201に規定されたモルタルフロー試験によるモルタ
ルフロー値が250～350mmである軟練りの超遅延モルタルを型枠内の底部に充填することを
特徴とする。
【０００７】
　この打継設施工方法によれば、新設コンクリートと既存構造体との間に、硬化が遅い遅
延硬化層が設けられる。新設コンクリートの硬化過程において、未硬化である遅延硬化層
は比較的柔らかいので、このような遅延硬化層の介在により、新設コンクリートの硬化過
程の伸縮が既存構造体から絶縁され、新設コンクリートの伸縮が既存構造体に拘束される
作用が低減される。その結果、新設コンクリートのひび割れが抑制される。
【０００８】
　また、この打継施工方法によれば、新設コンクリート用の型枠を設置し、当該新設コン
クリート用の型枠内に遅延硬化層を設ける。よって、遅延硬化層の専用の型枠を設置する
手間が省略され、作業性が向上する。ここで、型枠内に設置される遅延硬化層が平坦でな
ければ、既存構造体と新設コンクリートとの間に存在する遅延物質に偏在が生じ、ひび割
れ抑制効果が十分に得られない場合もある。ところが、遅延硬化層設置工程では、新設コ
ンクリート用の型枠内の底部の深い位置に遅延硬化層が設けられることになる。更に、型
枠内には鉄筋などが存在する場合もあるので、型枠内の底部に位置する遅延硬化層へのア
クセスが困難であり、新設コンクリート打設工程の前に遅延硬化層の表面を平坦化する作
業が困難である。
【０００９】
　これに対し、本発明の打継施工方法によれば、超遅延コンクリートのスランプフロー値
の下限値を600mmとする、又は超遅延モルタルのモルタルフロー値の下限値を250mmとする
ことにより、当該コンクリート又はモルタルは十分な流動性を有し、その結果、型枠内に
投入するだけで遅延硬化層の表面が平坦になりやすい。よって、前述のような新設コンク
リートのひび割れ抑制効果が十分に発揮される。
【００１０】
　また、遅延硬化層のブリーディングが抑制できる範囲で最大の値として、超遅延コンク
リートのスランプフロー値の上限値を700mmとし、超遅延モルタルのモルタルフロー値の
上限値を350mmとする。
【００１１】
　また、遅延硬化層設置工程では、遅延硬化層の厚さを、新設コンクリートが硬化してな
る新設コンクリート体と遅延硬化層とを合わせた全体の厚さの５％以下とすることとして
もよい。
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【００１２】
　遅延硬化層は、硬化に長期間が必要であり、硬化するまでの間は、構造上の脆弱部分で
ある。上記構成によれば、脆弱部分である遅延硬化層の厚さを比較的薄くすることにより
、遅延硬化層の硬化前において型枠を撤去することも可能になる。よって、遅延硬化層用
の型枠と新設コンクリート用の型枠と、を二重に設置するといったことが不要になり、作
業性が向上する。
【００１３】
　本発明の打継施工方法は、新設コンクリート打設工程の後、型枠を撤去し、新設コンク
リートの側面と遅延硬化層の側面とを露出させる型枠撤去工程と、露出した遅延硬化層の
側面に養生を施して遅延硬化層を硬化させる遅延硬化層硬化工程と、を更に備えたことと
してもよい。
【００１４】
　本発明の打継施工方法は、既存構造体の上に新設コンクリートを打継ぐコンクリートの
打継施工方法であって、既存構造体の上面に、超遅延剤を塗布する超遅延剤塗布工程と、
超遅延剤の塗布部分の上に新設コンクリートを打設する新設コンクリート打設工程と、を
備えることを特徴とする。
【００１５】
　この打継設施工方法によれば、新設コンクリートと既存構造体との間に、塗布された超
遅延剤が存在する。これにより、打設された新設コンクリートの下部に超遅延剤が混入し
、新設コンクリートの下部には、硬化が遅延された遅延硬化部が形成される。新設コンク
リートの硬化過程において、未硬化である遅延硬化部は比較的柔らかいので、このような
遅延硬化部の存在により、新設コンクリートの硬化過程の伸縮が既存構造体から絶縁され
、新設コンクリートの伸縮が既存構造体に拘束される作用が低減される。その結果、新設
コンクリートのひび割れが抑制される。また、超遅延剤は、比較的薄く塗布すればよいの
で、新設コンクリートが打設されるときに流され難い。よって、遅延硬化部が上記のよう
な絶縁作用を十分に発揮し、新設コンクリートのひび割れが十分に抑制される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のコンクリートの打継施工方法によれば、新設コンクリートのひび割れを十分に
抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１実施形態に係る打継施工方法により施工される
コンクリート構造物を示す断面図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態に係る打継施工方法の変形例を示す断面図であ
る。
【図３】（ａ）は、本発明の第２実施形態に係る打継施工方法により施工されるコンクリ
ート構造物を示す断面図であり、（ｂ）は、その変形例である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しつつ本発明に係るコンクリートの打継施工方法の実施形態について
詳細に説明する。なお、同一又は同等の構成要素には、図面に同一の符号を付して重複す
る説明を省略するものとする。
【００１９】
〔第１実施形態〕
　図１に示すように、本実施形態のコンクリートの打継施工方法は、既設のコンクリート
構造物（既存構造体）１１の上に新設コンクリート１９を打継いで新設コンクリート体２
１を施工する方法である。本実施形態のコンクリートの打継施工方法は、以下に説明する
型枠設置工程と、遅延層設置工程と、新設コンクリート打設工程と、型枠撤去工程と、遅
延硬化層硬化工程と、を備えている。
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【００２０】
（型枠設置工程）
　図１（ａ）に示すように、既設コンクリート構造物１１上で新設コンクリート体２１（
例えば、柱や壁体等）の設置予定位置Ａには、新設コンクリート体２１に埋設される鉄筋
１３が上面１１ａから突出するように予め設けられている。この鉄筋１３を囲んで既設コ
ンクリート構造物１１の上面１１ａに型枠１５を設置する。
【００２１】
（遅延硬化層設置工程）
　続いて、型枠１５内に超遅延コンクリート又は超遅延モルタルを投入し、所定の厚さの
遅延硬化層１７を形成する。この場合、投入する超遅延コンクリート又は超遅延モルタル
は超遅延剤を含んでおり、遅延硬化層１７は新設コンクリート１９よりも遅く硬化する。
超遅延剤としては、例えば、オキシカルボン酸系または有機カルボン酸系の遅延剤などを
用いることができる。また、遅延硬化層１７の厚さは、建造予定の新設コンクリート体２
１と遅延硬化層１７とを合わせた全体の厚さ（高さ）の５％以下とすることが好ましい。
【００２２】
　上記超遅延コンクリートは、軟練りのものを使用する。具体的には、上記超遅延コンク
リートとして、JIS A 1150に規定されたスランプフロー試験によるスランプフロー値が60
0～700mmのものを使用する。以下、コンクリートについて「軟練り」とは、JIS A 1150に
規定されたスランプフロー試験によるスランプフロー値が600～700mmのものを指すものと
する。型枠１５内に充填する前に超遅延コンクリートのスランプフロー試験を行い、超遅
延コンクリートが上記の条件を満足することを確認する。軟練りの超遅延コンクリートの
配合の一例は以下の通りである。
　粉体（セメントを含む）…６００kg/m3

　水　　　　…１７５kg/m3

　細骨材　　…７４０kg/m3

　粗骨材　　…７８９kg/m3

　超遅延剤　…１２kg/m3

【００２３】
　また、上記超遅延コンクリートに代えて、軟練りの超遅延モルタルを使用してもよい。
具体的には、超遅延モルタルとして、JIS R 5201に規定されたモルタルフロー試験による
モルタルフロー値が250～350mmであるものを使用する。以下、モルタルについて「軟練り
」とは、JIS R 5201に規定されたモルタルフロー試験によるモルタルフロー値が250～350
mmであるものを指すものとする。型枠１５内に充填する前に超遅延モルタルのモルタルフ
ロー試験を行い、超遅延モルタルが上記の条件を満足することを確認する。軟練りの超遅
延モルタルの配合の一例は以下の通りである。
　セメント　…６５６kg/m3

　水　　　　…２９５kg/m3

　細骨材　　…１３１２kg/m3

　超遅延剤　…１３．１２kg/m3

【００２４】
　なお、上記の超遅延コンクリート又は超遅延モルタルには、更にセピオライトを用いて
もよい。セピオライトを用いた場合、超遅延コンクリート又は超遅延モルタルに粘性と保
湿性とが付与され、遅延硬化層１７の硬化過程での乾燥によるひび割れの発生が低減され
る。また、セピオライトを用いることにより、遅延硬化層１７におけるブリーディングの
発生や、骨材の沈下などの材料分離の発生を低減することもできる。
【００２５】
（新設コンクリート打設工程）
　続いて、図１（ｂ）に示すように、遅延硬化層１７の上から型枠１５内に新設コンクリ
ート１９を打設する。新設コンクリート１９は、超遅延剤等を含まない通常のコンクリー
トであるので、遅延硬化層１７よりも早く硬化し、最終的には新設コンクリート体２１と
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なる。
【００２６】
（型枠除去工程）
　その後、図１（ｃ）に示すように、型枠１５を撤去し、新設コンクリート体２１の側面
と、遅延硬化層１７の側面と、を外部に露出させる。
【００２７】
（遅延硬化層硬化工程）
　その後、遅延硬化層１７の側面を養生するために保水材２５を設置する。保水材２５と
しては、コンクリート保水養生テープ、又は水膨張性止水材等を用いることができる。そ
して、所定期間静置して遅延硬化層１７を硬化させることで、本実施形態の打継施工方法
による構造物が完成する。このように、遅延硬化層１７を保水材２５で覆った状態で遅延
硬化層硬化工程を行うことにより、遅延硬化層１７の硬化過程における乾燥を低減するこ
とができ、その結果、所望の硬化遅延作用を確実に得ることができる。
【００２８】
　次に、上述した本実施形態の打継施工方法による作用効果について説明する。
【００２９】
　この打継設施工方法によれば、新設コンクリート１９と既設コンクリート構造物１１と
の間に、硬化が遅い遅延硬化層１７が設けられる。新設コンクリート１９の硬化過程にお
いて、未硬化である遅延硬化層１７は比較的柔らかいので、このような遅延硬化層１７の
介在により、新設コンクリート１９の硬化過程の伸縮が既設コンクリート構造物１１から
絶縁され、新設コンクリート１９の伸縮が既設コンクリート構造物１１に拘束される作用
が低減される。その結果、硬化過程における新設コンクリート１９のひび割れが抑制され
、最終的には新設コンクリート体２１のひび割れが抑制される。
【００３０】
　また、この打継施工方法によれば、新設コンクリート１９用の型枠１５を設置し、当該
型枠１５内に遅延硬化層１７を設ける。よって、遅延硬化層１７の専用の型枠を設置する
手間が省略され、作業性が向上する。ここで、型枠１５内に設置される遅延硬化層１７が
平坦でなければ、既設コンクリート構造物１１と新設コンクリート１９との間に存在する
遅延物質に偏在が生じ、上記のひび割れ抑制効果が十分に得られない場合もある。ところ
が、遅延硬化層設置工程では、比較的高い新設コンクリート１９用の型枠１５内の底部の
深い位置に遅延硬化層１７が設けられることになる。更に、型枠１５内には鉄筋１３が存
在しているので、型枠１５内の底部に位置する遅延硬化層１７へのアクセスが困難であり
、新設コンクリート打設工程の前に遅延硬化層１７の表面を平坦化する作業が困難である
。
【００３１】
　これに対し、本実施形態の打継施工方法によれば、超遅延コンクリートのスランプフロ
ー値の下限値を600mmとする、又は超遅延モルタルのモルタルフロー値の下限値を250mmと
することにより、当該コンクリート又はモルタルは十分な流動性を有し、その結果、型枠
１５内に投入するだけで遅延硬化層１７の表面が平坦になりやすい。よって、前述のよう
な新設コンクリート１９のひび割れ抑制効果が十分に発揮される。
【００３２】
　また、遅延硬化層のブリーディングが抑制できる範囲で最大の値として、超遅延コンク
リートを用いる場合にはスランプフロー値の上限値を700mmとし、超遅延モルタルを用い
る場合にはモルタルフロー値の上限値を350mmとしている。本発明者らの別の試験によれ
ば、これらの上限値以下のフロー値であれば遅延硬化層のブリーディングが発生しないこ
とが確認されている。
【００３３】
　また、遅延硬化層１７は、硬化に長期間が必要であり、硬化するまでの間は、構造上の
脆弱部分である。本実施形態の打継施工方法によれば、遅延硬化層１７の厚さを、新設コ
ンクリート体２１と遅延硬化層１７とを合わせた全体の厚さの５％以下といったように、
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比較的薄くしている。このように、脆弱部分である遅延硬化層１７を薄くすることにより
、遅延硬化層１７の硬化前において型枠１５を撤去することが可能になる。よって、遅延
硬化層１７用の型枠と新設コンクリート用の型枠と、を二重に設置するといったことが不
要になり、作業性が向上する。
【００３４】
　なお、図２（ａ）に示すように、既設コンクリート構造物１１上における新設コンクリ
ート体２１の設置予定位置Ａには、スタッドジベル２３が設けられてもよい。この場合、
まず、既設コンクリート構造物１１を打ち込む際に、設置予定位置Ａに予めスタットジベ
ル２３を設置しておく。または、既設コンクリート１１の打込み後に、スタットジベル２
３を設置してもよい。その後、遅延硬化層設置工程では、設置予定位置Ａの全面に軟練り
の超遅延コンクリートまたは軟練りの超遅延モルタルを敷設して遅延硬化層１７を形成す
る。このとき、スタットジベル２３の上端部が遅延硬化層１７の上部に突出するようにす
る。その後、新設コンクリート打設工程として、型枠１５を設置して新設コンクリート１
９を充填する。
【００３５】
　またこの場合、スタッドジベル２３は、設置予定位置Ａの周縁部近傍に位置し、新設コ
ンクリート打設工程においては、型枠１５内に位置することになる。スタッドジベル２３
は、最終的には既設コンクリート構造物１１と新設コンクリート体２１とを連結するよう
に埋設される。通常であれば、新設コンクリート１９の硬化過程において、新設コンクリ
ート１９の周縁部近傍が上方に反り上がるような変形が生じるおそれがある。このような
変形が発生すると、既設コンクリート構造物１１との間に隙間が生じ、当該隙間から劣化
因子が侵入してコンクリートが劣化するおそれがある。これに対し、予め上面１１ａにス
タッドジベル２３を設置した構成によれば、新設コンクリート１９の周縁部近傍が、スタ
ッドジベル２３によって既設コンクリート構造物１１に強固に固定されるので、硬化過程
において新設コンクリート１９の上記のような変形を抑えることができる。
【００３６】
　また、図２（ｂ）に示すように、既設コンクリート構造物１１と新設コンクリート体２
１との間にほぞ３１を設けてもよい。この場合、既設コンクリート構造物１１を打ち込む
際の型枠（図示省略）に細工をしておき、設置予定位置Ａにほぞ３１を形成する。または
、既設コンクリート構造物１１の打込み後に、上面１１ａの設置予定位置Ａを切削してほ
ぞ３１を形成する。その後、遅延硬化層設置工程では、ほぞ３１の形状に合わせて軟練り
の超遅延コンクリート又は軟練りの超遅延モルタルを塗布し遅延硬化層１７を形成する。
ここでは、超遅延コンクリート又は超遅延モルタルの流出や乾燥を防ぐために、保水材２
５（保水養生テープ又は水膨張性止水材等）で遅延硬化層１７の端部を保護することが望
ましい。その後、新設コンクリート打設工程では、型枠１５を設置して新設コンクリート
１９を充填する。
【００３７】
　このように、ほぞ３１で既設コンクリート構造物１１と新設コンクリート体２１とが噛
み合う構造により、既設コンクリート構造物１１と新設コンクリート体２１との接合部分
における曲げ耐力及びせん断耐力が向上する。従って、遅延硬化層１７が未硬化の時期に
おいても地震等に耐えられる可能性が高くなる。
〔第２実施形態〕
　続いて、図３を参照しながら、本発明の打継施工方法の第２実施形態について説明する
。図３に示すように、本実施形態のコンクリートの打継施工方法は、既設のコンクリート
構造物（既存構造体）１１の上に新設コンクリート１９を打継いで新設コンクリート体２
１を施工する方法である。
【００３８】
　本実施形態のコンクリートの打継施工方法は、以下に説明する超遅延剤塗布工程と、新
設コンクリート打設工程と、を備えている。
【００３９】
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（超遅延剤塗布工程）
　図３（ａ）に示すように、既設コンクリート構造物１１の上面１１ａで新設コンクリー
ト体２１の設置予定位置Ａに、超遅延剤を塗布し、超遅延剤塗布層７１を形成する。超遅
延剤としては、例えば、オキシカルボン酸系または有機カルボン酸系の遅延剤などを用い
ることができる。
【００４０】
（新設コンクリート打設工程）
　続いて、超遅延剤塗布層７１を囲んで既設コンクリート構造物１１の上面１１ａに型枠
１５を設置する。次に、超遅延剤塗布層（塗布部分）７１の上から型枠１５内に新設コン
クリート１９を打設する。なお、型枠１５は、超遅延剤塗布層７１から僅かに隙間をあけ
た外側の位置に設置される。新設コンクリート１９は、超遅延剤等を含まない通常のコン
クリートである。ここでは、新設コンクリート１９の下端部には、超遅延剤塗布層７１に
接触することで、ある程度の量の超遅延剤が浸透する。そうすると、新設コンクリート１
９の下端面近傍には、遅く硬化する層が形成される。この層を、以下「遅延硬化層」と称
し、符号「７３」を付して表す。
【００４１】
　新設コンクリート１９のうち下端の遅延硬化層７３を除く部分が、まず、遅延硬化層７
３よりも早く硬化する。その後、遅延硬化層７３を含めて新設コンクリート１９がすべて
硬化し、最終的には新設コンクリート体２１となることで、本実施形態の打継施工方法に
よる構造物が完成する。
【００４２】
　なお、超遅延剤塗布工程では、図３（ａ）に示した超遅延剤塗布層７１に代えて、図３
（ｂ）に示すように、ストライプ状に間欠的に形成された超遅延剤塗布層７２を設けても
よい。この場合、新設コンクリート１９の下端面近傍には、ストライプ状の間欠的な遅延
硬化層７４が形成されることになる。
【００４３】
　上述したような遅延硬化層７３，７４の存在によって、新設コンクリート１９のうち遅
延硬化層７３，７４以外の部分が硬化する過程において、当該部分の伸縮が既設コンクリ
ート構造物１１からある程度絶縁され、当該部分の伸縮が既設コンクリート構造物１１に
拘束される作用が低減される。その結果、当該部分の硬化過程における新設コンクリート
１９のひび割れが抑制される。その後、遅延硬化層７３，７４が硬化し、最終的には新設
コンクリート体２１のひび割れが抑制される。また、超遅延剤は、比較的薄く塗布すれば
よいので、新設コンクリート１９が打設されるときに超遅延剤塗布層７１，７２が流され
難い。よって、遅延硬化部７３，７４が上記のような絶縁作用を十分に発揮し、新設コン
クリートのひび割れが十分に抑制される。
【００４４】
　また、通常であれば、新設コンクリート１９の硬化過程において、新設コンクリート１
９の周縁部近傍が上方に反り上がるような変形が生じるおそれがある。このような変形が
発生すると、既設コンクリート構造物１１との間に隙間が生じ、当該隙間から劣化因子が
侵入してコンクリートが劣化するおそれがある。これに対し、遅延硬化層７３，７４は、
平面視で型枠１５内の全領域に広がるものではなく、新設コンクリート１９の下端面の一
部（符号１９ａで示す）は、直接既設コンクリート構造物１１の上面１１ａに接触する。
当該部分１９ａは、既設コンクリート構造物１１との接合が比較的強いので、硬化過程に
おいて新設コンクリート１９の上記のような変形が抑制される。
【００４５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限られるもの
ではなく、各請求項に記載した要旨を変更しない範囲で変形したものであってもよい。例
えば、既存構造体は、実施形態に示したような既設のコンクリート構造物に限らず、例え
ば、天然の岩盤であってもよい。また、上述の各実施形態に係る打継施工方法が備える各
々の構成要素は、適宜組み合わせて採用してもよい。
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【符号の説明】
【００４６】
　１１…既設コンクリート構造物（既存構造体）、１１ａ…上面、１５…型枠、１７…遅
延硬化層、１９…新設コンクリート、２１…新設コンクリート体、７１，７２…超遅延剤
塗布層。

【図１】 【図２】
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【図３】
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