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(57)【要約】
【課題】　現地での施工期間を短縮することができ、目
地部に生じる変位の吸収や止水性を確保することができ
るコンクリート構造体の継手構造およびその施工方法を
提供すること。
【解決手段】　予めコンクリート構造体１１、１２の一
方の目地部１４に、可撓止水継手１３の一端部を埋設し
て取り付け、他方の目地部１４に、可撓止水継手１３の
他端部を取り付ける切り欠き部１２ａを形成したのち、
コンクリート構造体１１，１２の一方と他方の目地部１
４を向かい合わせて設置し、切り欠き部１２ａに可撓止
水部材１３の他端部１３ｄを押え部材２０を介して取り
付けて連結する。
これにより、工場であらかじめコンクリート構造体１１
，１２を製作し、現場に設置して一方の目地部１４に埋
設固定された可撓止水部材１３の他端部１３ｄを押え部
材２０を介して他方の目地部１４に取り付けるだけ施工
でき、現場での施工期間を大幅に短縮でき、自然環境の
影響を極力回避してコンクリートの品質を保つこともで
きるようになる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接するコンクリート構造体の目地部に可撓止水継手を設けて内外の止水および当該目
地部の相対変位を可能とするコンクリート構造体の継手構造であって、
　前記コンクリート構造体の一方の目地部に、前記可撓止水継手の一端部を埋設して取り
付け、
　前記コンクリート構造体の他方の目地部に、前記可撓止水継手の他端部を取り付ける切
り欠き部を形成するとともに、この切り欠き部に当該可撓止水部材の他端部を押え部材を
介して取り付けて構成したことを特徴とするコンクリート構造体の継手構造。
【請求項２】
　前記可撓止水部材の一端部には、アンカー部を形成する一方、他端部には、前記押え部
材の抜け止め用突起部を形成してなることを特徴とする請求項１記載のコンクリート構造
体の継手構造。
【請求項３】
　前記可撓止水部材の中央部に中空部を形成するとともに、この中空部に過大な相対変位
で裂ける薄肉部を形成してなることを特徴とする請求項２記載のコンクリート構造体の継
手構造。
【請求項４】
　前記コンクリート構造体を、開渠または暗渠のいずれかで構成してなることを特徴とす
る請求項１～３いずれかに記載のコンクリート構造体の継手構造。
【請求項５】
　隣接するコンクリート構造体同士の目地部に可撓止水継手を設けて内外の止水および当
該目地部の相対変位を可能とするコンクリート構造体の継手を施工するに際し、
　予め前記コンクリート構造体の一方の前記目地部に、前記可撓止水継手の一端部を埋設
して取り付けるとともに、前記コンクリート構造体の他方の前記目地部に、前記可撓止水
継手の他端部を取り付ける切り欠き部を形成したのち、隣接する当該コンクリート構造体
の一方の目地部と他方の目地部を向い合わせて設置し、
前記切り欠き部に前記可撓止水部材の他端部を押え部材を介して取り付けて連結するよう
にしたことを特徴とするコンクリート構造体の継手の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、コンクリート構造体の継手構造およびその施工方法に関し、現場でコンク
リートを打ち継いで構築される河川の排水工用水路などに代わり、工場で予め製作したも
のを連結して構築することができ、現場での施工期間を大幅に短縮できる水路、水処理施
設、海洋護岸、トンネル、共同溝など開渠及び暗渠に広く適用できるものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリートを打ち継いで構築されるコンクリート構造体である水路や水槽あるいは共
同溝等の地中に構築される暗渠などの壁部分の継手部には、内外を止水するとともにその
両側のコンクリート構造体の地震時変位並びに温度変化等に起因する壁部分の伸縮等を許
容する必要があり、止水板などの可撓止水継手が介設されている。
【０００３】
　このようなコンクリート構造体の継手部に介設する可撓止水継手としては、例えば特許
文献１に開示された止水板１があり、図５（ａ）に示すように、中空部２の両端に複数本
の係止凸条部３を備えて構成され、それぞれの端部の係止凸条部３を打設されるコンクリ
ート内に埋設して固定するようにしている。
【特許文献１】特開平９－１０５１６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところが、このような特許文献１では、コンクリートの打設前に、可撓止水継手を構成
する止水板１を所定の位置に保持する必要があるが、この止水板１自体の剛性が低く形状
を保持することができないという問題がある。
【０００５】
　そこで、特許文献１の止水板１の場合には、図５（ｂ）に示すように、先行のコンクリ
ート側の係止凸条部３を補強用の鉄筋４に吊り下げるようにするとともに、後でコンクリ
ートに埋設される係止凸条部３を板材などの保持材５で保持する必要があり、施工手順と
しては、施工現場での先行側および後行側の鉄筋組み、止水板の固定、型枠組み、目地材
の設置、先行及び後行コンクリートの打設、脱型、コンクリートの養生などがあり、これ
ら全体の施工期間が長期となり、場合によってはコンクリートの品質に自然環境の影響が
及ぶという問題もある。
【０００６】
　この発明は、かかる従来技術の問題に鑑みてなされたものであって、現地での施工期間
を短縮することができ、目地部に生じる変位の吸収や止水性を確保することができるコン
クリート構造体の継手構造およびその施工方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためこの発明の請求項１記載のコンクリート構造体の継手構造は、
隣接するコンクリート構造体の目地部に可撓止水継手を設けて内外の止水および当該目地
部の相対変位を可能とするコンクリート構造体の継手構造であって、前記コンクリート構
造体の一方の目地部に、前記可撓止水継手の一端部を埋設して取り付け、前記コンクリー
ト構造体の他方の目地部に、前記可撓止水継手の他端部を取り付ける切り欠き部を形成す
るとともに、この切り欠き部に当該可撓止水部材の他端部を押え部材を介して取り付けて
構成したことを特徴とするものである。
【０００８】
　このコンクリート構造体の継手構造によれば、前記コンクリート構造体の一方の目地部
に、前記可撓止水継手の一端部を埋設して取り付け前記コンクリート構造体の、他方の目
地部に、前記可撓止水継手の他端部を取り付ける切り欠き部を形成するとともに、この切
り欠き部に当該可撓止水部材の他端部を、押え部材を介して取り付けて構成しており、工
場などで可撓止水部材を一方の目地部に埋設し、これを取り付ける切り欠き部を他方の目
地部に形成したコンクリート構造体を製作することで、現場では、隣接するコンクリート
構造体の一方と他方の目地部を向かい合わせるようにして切り欠き部に押え部材で可撓止
水部材を取り付けて連結するだけで良く、現場での施工期間を大幅に短縮でき、自然環境
の影響を極力回避してコンクリートの品質を保つことができるようになる。
【０００９】
　また、この発明の請求項２記載のコンクリート構造体の継手構造は、請求項１記載の構
成に加え、前記可撓止水部材の一端部には、アンカー部を形成する一方、他端部には、前
記押え部材の抜け止め用突起部を形成してなることを特徴とするものである。
【００１０】
　このコンクリート構造体の継手構造によれば、前記可撓止水部材の一端部には、アンカ
ー部を形成する一方、他端部には、前記押え部材の抜け止め用突起部を形成しており、ア
ンカー部と抜け止め用突起部とで確実に可撓止水部材を取り付けることができ、止水性お
よび変位吸収性を確保できるようになる。
【００１１】
　さらに、この発明の請求項３記載のコンクリート構造体の継手構造は、請求項２記載の
構成に加え、前記可撓止水部材の中央部に中空部を形成するとともに、この中空部に過大
な相対変位で裂ける薄肉部を形成してなることを特徴とするものである。
【００１２】
　このコンクリート構造体の継手構造によれば、前記可撓止水部材の中央部に中空部を形
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成するとともに、この中空部に過大な相対変位で裂ける薄肉部を形成してあり、通常の変
位は中空部で吸収でき、過大な変位に対しては、薄肉部から裂けるようにして変位を吸収
すると同時に、止水性を確保できるようにしている。
【００１３】
　また、この発明の請求項４記載のコンクリート構造体の継手構造は、請求項１～３いず
れかに記載の構成に加え、前記コンクリート構造体を、開渠または暗渠のいずれかで構成
してなることを特徴とするものである。
【００１４】
　このコンクリート構造体の継手構造によれば、前記コンクリート構造体を、開渠または
暗渠のいずれかで構成しており、開渠だけでなく、暗渠の場合にも変位の吸収と止水性を
確保して現場での施工期間を短縮し、自然環境の影響を回避できるようになる。
【００１５】
　さらに、この発明の請求項５記載のコンクリート構造体の継手の施工方法は、隣接する
コンクリート構造体同士の目地部に可撓止水継手を設けて内外の止水および当該目地部の
相対変位を可能とするコンクリート構造体の継手を施工するに際し、予め前記コンクリー
ト構造体の一方の前記目地部に、前記可撓止水継手の一端部を埋設して取り付けるととも
に、前記コンクリート構造体の他方の前記目地部に、前記可撓止水継手の他端部を取り付
ける切り欠き部を形成したのち、隣接する当該コンクリート構造体の一方の目地部と他方
の目地部を向い合わせて設置し、前記切り欠き部に前記可撓止水部材の他端部を押え部材
を介して取り付けて連結するようにしたことを特徴とするものである。
【００１６】
　このコンクリート構造体の継手の施工方法によれば、予め前記コンクリート構造体の一
方の前記目地部に、前記可撓止水継手の一端部を埋設して取り付け、他方の前記目地部に
、前記可撓止水継手の他端部を取り付ける切り欠き部を形成したのち、当該コンクリート
構造体の一方と他方の目地部を向かい合わせて設置し、前記切り欠き部に前記可撓止水部
材の他端部を押え部材を介して取り付けて連結するようにしており、工場であらかじめコ
ンクリート構造体を製作し、現場に設置して一方の目地部に埋設固定された可撓止水部材
の他端部を押え部材を介して他方の目地部に取り付けるだけ施工でき、現場での施工期間
を大幅に短縮でき、自然環境の影響を極力回避してコンクリートの品質を保つこともでき
るようになる。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明の請求項１記載のコンクリート構造体の継手構造によれば、コンクリート構造
体の一方の目地部に、可撓止水継手の一端部を埋設して取り付け、他方の目地部に、前記
可撓止水継手の他端部を取り付ける切り欠き部を形成するとともに、この切り欠き部に当
該可撓止水部材の他端部を、押え部材を介して取り付けて構成したので、工場などで可撓
止水部材を一方の目地部に埋設し、これを取り付ける切り欠き部を他方の目地部に形成し
たコンクリート構造体を製作することで、現場では、隣接するコンクリート構造体の一方
と他方の目地部を向かい合わせるようにして切り欠き部に押え部材で可撓止水部材を取り
付けて連結するだけで良く、現場での施工期間を大幅に短縮することができ、自然環境の
影響を極力回避してコンクリートの品質を保つことができる。
【００１８】
　また、この発明の請求項２記載のコンクリート構造体の継手構造によれば、前記可撓止
水部材の一端部には、アンカー部を形成する一方、他端部には、前記押え部材の抜け止め
用突起部を形成したので、アンカー部と抜け止め用突起部とで確実に可撓止水部材を取り
付けることができ、止水性および変位吸収性を確保することができる。
【００１９】
　さらに、この発明の請求項３記載のコンクリート構造体の継手構造によれば、前記可撓
止水部材の中央部に中空部を形成するとともに、この中空部に過大な相対変位で裂ける薄
肉部を形成したので、通常の変位は中空部で吸収でき、過大な変位に対しては、中空部を
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薄肉部から裂けるようにすることで、過大な変位を吸収すると同時に、止水性を確保する
ことができる。
【００２０】
　また、この発明の請求項４記載のコンクリート構造体の継手構造によれば、前記コンク
リート構造体を、開渠または暗渠のいずれかで構成したので、開渠だけでなく、暗渠の場
合にも変位の吸収と止水性を確保して現場での施工期間を短縮し、自然環境の影響を回避
することができる。
【００２１】
　さらに、この発明の請求項５記載のコンクリート構造体の継手の施工方法によれば、予
め前記コンクリート構造体の一方の前記目地部に、前記可撓止水継手の一端部を埋設して
取り付け、他方の前記目地部に、前記可撓止水継手の他端部を取り付ける切り欠き部を形
成したのち、当該コンクリート構造体の一方と他方の目地部を向かい合わせて設置し、前
記切り欠き部に前記可撓止水部材の他端部を押え部材を介して取り付けて連結するように
したので、工場であらかじめコンクリート構造体を製作し、現場に設置して一方の目地部
に埋設固定された可撓止水部材の他端部を押え部材を介して他方の目地部に取り付けるだ
け施工でき、現場での施工期間を大幅に短縮することができ、自然環境の影響を極力回避
してコンクリートの品質を保つこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、この発明の実施の形態について、図面に基づき詳細に説明する。　
　図１～図４はこの発明のコンクリート構造体の継手構造およびその施工方法の一実施の
形態にかかり、図１はコンクリート構造体を排水工用水路に適用した場合の概略斜視図、
図２は目地部の断面図、図３は、組み立て手順を示す分解図、図４は目地部の端面図であ
る。
【００２３】
　このコンクリート構造体の継手構造１０およびその施工方法では、既に図５で説明した
これまでのものとは異なり、現場でのコンクリートの打設によるコンクリート構造体１１
，１２の構築に代え、予めコンクリート構造体１１，１２を工場などで製作し、コンクリ
ート構造体１１（１２）の一方の目地部１４に可撓止水継手を構成する可撓止水部材１３
の一端部を埋設して固定しておき、コンクリート構造体（１１）１２の他方の目地部１４
には、可撓止水継手を構成する可撓止水部材１３の他端部を取り付けるための切り欠き部
（１１ａ）１２ａを形成したものが用いられる（なお、図示例では、コンクリート構造体
１１の一方の目地部と、コンクリート構造体１２の他方の目地部１４のみを図示し、上記
（　）内の記号は図示省略してある。）。
【００２４】
　そして、施工に当たっては、これらのコンクリート構造体１１，１２を現場に設置した
のち、目地部１４で可撓止水継手１３を切り欠き部１２ａに取り付けて連結するとともに
、目地部１４に目地材１５、目地詰め材１６や内空詰め材１７を充填・配置する。
【００２５】
　これにより、コンクリート構造体１１，１２の目地部１４を止水および両側のコンクリ
ート構造体１１，１２の相対変位を可能とするものである。
【００２６】
　なお、このようなコンクリート構造体は、例えば排水工用水路などの開渠として構築さ
れる場合だけでなく、共同溝などの暗渠として構築される場合のいずれにも適用できるも
のである。
【００２７】
　このようなコンクリート構造体の継手構造１０およびその施工方法では、図３に示すよ
うに、両方の目地部１４，１４の構造が異なるコンクリート構造体１１，１２が用意され
、コンクリート構造体１１の一方の目地部１４には、可撓止水部材１３の一端部１３ａに
形成したアンカー部１３ｂがコンクリート構造体１１に埋設固定され、可撓止水部材１３
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の中央部の中空部１３ｃの大部分から他端部１３ｄが露出した状態となっている。
【００２８】
　このコンクリート構造体１１に一端部１３ａのアンカー部１３ｂが埋設される可撓止水
部材１３の他端部１３ｄには、目地部１４と平行となる取付部１３ｅが水路の内側に直角
に突き出すように形成され、取付部１３ｅの先端に目地部１４側に突き出して抜け止め用
突起部１３ｆが形成されるとともに、取付部１３ｅの外側面（コンクリート構造体１２の
目地部１４側）に凸条１３ｇが２条形成してあり、目地部１４への碇着面圧を高めて止水
性を向上できるようにしてある。さらに、可撓止水部材１３の中空部１３ｃには、薄肉部
を構成するＶノッチ１３ｈが形成してあり、通常の変位量に対しては、中空部１３ｃの弾
性変形で吸収するようにし、過大な変位量に対しては、薄肉部を構成するＶノッチ１３ｈ
から裂けるようにすることで、変位を吸収すると同時に、止水性を保持できるようにして
いる。
【００２９】
　コンクリート構造体の継手構造１０およびその施工方法のコンクリート構造体１２の他
方の目地部１４には、図３に示すように、目地部１４の水路内側角部に切り欠き部１２ａ
が目地部１４と平行な面１２ｂと、これと直交する水路方向と平行な面１２ｃとを備えて
おり、目地平行面１２ｂには、可撓止水部材１３の取付部１３ｅが碇着される碇着面１２
ｄが，段差を介して僅かに窪んだ状態として、可撓止水部材１３の抜け止めとなるように
してある。
【００３０】
　そして、この切り欠き部１２ａは、目地部１４を挟んで向かい合わせるコンクリート構
造体１１を所定の目地部１４の間隔で設置したとき、コンクリート構造体１２の切り欠き
部１２ａの目地平行面１２ｂの碇着面１２ｄに、変形しない自然状態の可撓止水部材１３
の取付部１３ｅが碇着代を有して接する寸法とされ、切り欠き部１２ａの水路平行面１２
ｃには、可撓止水部材１３の水路外側面が接触しない空間が形成される寸法としてある。
【００３１】
　また、コンクリート構造体１２の切り欠き部１２ａには、目地平行面１２ｂに雌ねじを
備えたインサート１８の表面が配置されて埋設され、インサート１８には、打設されるコ
ンクリートの浸入とコンクリートへの取り付け強度確保のため背面からアンカーボルト１
８ａが途中までねじ込まれ、表面からは、可撓止水部材１３を固定するための寸切ボルト
１９をねじ込むことができるようにしてある。そして、このインサート１８は、図４に示
すように、目地部１４に沿って間隔をあけて複数設けられ、例えば直線部分で２５０ｍｍ
～３００ｍｍピッチで、曲線部分で１５０ｍｍピッチで設けられる。
【００３２】
　なお、型枠への固定や目地平行面１２ｂの形成などに支障がなければ、インサート１８
、アンカーボルト１８ａおよび寸切ボルト１９に代えて１本のボルトの頭部をコンクリー
ト中に埋設し、ねじ部分を切り欠き部１２ａから目地部１４に突き出すようにしたもので
あっても良い。
【００３３】
　そして、このような一方の目地部１４に可撓止水部材１３を備え、他方の目地部１４に
切り欠き部１２ａが形成されるコンクリート構造体１１，１２は、現場でコンクリートを
打設して構築する場合と同様に、鉄筋組みがなされるとともに、可撓止水部材１３のアン
カー部１３ｂの固定、インサート１８およびアンカーボルト１８ａの固定および型枠組み
が行われてコンクリートが打設されて工場などで製作される。
【００３４】
　このようなコンクリート構造体１２の切り欠き部１２ａの碇着部１２ｄに可撓止水部材
１３の取付部１３ｅを取り付けるための押え部材２０は、図２～４に示すように、可撓止
水部材１３の抜け止め用突起部１３ｆの内側に配置されて、可撓止水部材１３のほぼ全体
に当てられる押え板２０ａと、これを複数個の寸切ボルト１９で固定する固定用ブラケッ
ト２０ｂとで構成され、押え板２０ａに間隔をあけて固定用ブラケット２０ｂが溶接で取
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り付けてある。この押え部材２０は、図４に示すように、例えば２種類の長さの異なる直
線部用と１種類の曲線部用とが用意され、可撓止水部材１３の全長にわたって押えること
ができるようにする。
【００３５】
　固定用ブラケット２０ｂは、略Ｌ字状の横断面形状とされ、短い突出部と長く取付孔が
形成された平面部とを備え、図２に示すように、突出部を目地部１４の表面に当てた状態
まで締め付けたときに、押え板２０ａで可撓止水部材１３の取付部１３ｅが碇着面１２ｄ
に締め付けられて必要な面圧が発生するようにしてある。
【００３６】
　また、押え部材２０の短い突出部には、ねじ孔が形成してあり、コンクリート構造体の
継手構造１０を水路内側から覆う、例えば、ポリエチレンなどの合成樹脂製などの目地詰
め材１６を取付ボルト１６ａで締め付けることができるようにしてある。この目地詰め材
１６は、隣接するコンクリート構造物１１，１２の目地部１４の切り欠き部１２ａの水路
側を覆う部分と目地部１４に沿う部分とで横断面形状がＬ字状とされて水路側を覆う部分
が押え部材２０に取付ボルト１６ａで取り付けられた状態でボルト頭部が水路内面と平面
を成すようにしてある。
【００３７】
　また、隣接するコンクリート構造体１１，１２の切り欠き部１２ａを除く目地部１４に
は、目地材１５が装着され、外部からの水や土砂などの浸入を防止する。
【００３８】
　さらに、可撓止水部材１３を取り付けた状態の押え部材２０と中空部１３ｃとの空間に
、ポリエチレンなどの合成樹脂製の内空詰め材１７が充填される。
【００３９】
　次に、このように構成したコンクリート構造体の継手構造１０の施工方法について、具
体的に説明する。
【００４０】
　予め工場などで、コンクリート構造体１１（１２）の一方の目地部１４に、可撓止水部
材１３の一端部１３ａのアンカー部１３ｂを埋設して取り付け、他方の目地部１４に、可
撓止水部材１３の他端部１３ｄを取り付ける切り欠き部１２ａを形成するとともに、目地
平行面１２ｂの表面にインサート１８を位置させてアンカーボルト１８ａを介してコンク
リートに埋設して取り付けたものを用意する。
【００４１】
　また、コンクリート構造体１１，１２の目地部１４の形状に合わせた押え部材２０の押
え板２０ａを用意するとともに、所定個数の固定用ブラケット２０ｂを用意して、押え板
２０ａにインサート１８の配置に合わせて固定用ブラケット２０ｂを溶接しておく。
【００４２】
　さらに、目地材１５、目地詰め材１６、内詰め材１７および寸切ボルト１９、取付ボル
ト１６ａ、寸切ボルト１９用の取付ナット１９ａなどを必要数用意しておく。
【００４３】
　こうして準備を行った後、構築現場では、図３に示すように、まず、可撓止水部材１３
の一端部１３ａが取り付けられたコンクリート構造体１１を所定位置に設置した後、連結
すべきコンクリート構造体１２の他方の目地部１４の切り欠き部１２ａを除く目地部１４
に目地材１５を接着剤などで取り付けるとともに、インサート１８に寸切ボルト１９をね
じ込んでおく。
【００４４】
　こののち、コンクリート構造体１２の他方の目地部１４を、コンクリート構造体１１の
一方の目地部１４と向かい合うように据え付けて設置し、押え部材２０の固定用ブラケッ
ト２０ｂの取り付け孔に寸切ボルト１９を挿入するとともに、押え板２０ａを可撓止水部
材１３の取付部１３ｅに当てるようにして取付ナット１９ａで締め込んで取り付け、必要
な碇着面圧を発生させる。
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【００４５】
　次いで、押え部材２０の背面と可撓止水部材１３の中空部１３ｃの外側との空間に内空
詰め材１７を入れ、押え部材２０に接着剤などで取り付ける。
【００４６】
　最後に、目地詰め材１６を隣接するコンクリート構造体１１とコンクリート構造体１２
との切り欠き部１２ａを塞ぐように配置して、取付ボルト１６ａを押え部材２０の固定用
ブラケット２０ｂのねじ孔にねじ込んで取り付けることで、コンクリート構造体の継手構
造１０の１箇所の目地部の施工が完成する。
【００４７】
　このような目地部での施工を繰り返すことで、コンクリート構造体を連結して排水工用
水路を構築することができる。
【００４８】
　このようなコンクリート構造体の継手構造１０およびその施工方法によれば、工場でコ
ンクリート構造体１１，１２を製作しておき、現場で、可撓止水部材１３の他端部を切り
欠き部１２ａに取り付けることで、目地部１４を連結することができるので、現場での型
枠組み、鉄筋組み立て、コンクリート打設、脱型などの工程が不要となり、現場での工期
を大幅に短縮することができる。
【００４９】
　これにより、冬季でも工期を短くでき、自然環境の影響を回避して施工することで、コ
ンクリートの品質を保持することができる。
【００５０】
　また、コンクリート構造体１２の切り欠き部１２ａへの可撓止水部材１３の取り付けを
、段差を介して碇着面１２ｄを形成するとともに、可撓止水部材１３に抜け止め用突起部
１３ｆを形成してあるので、可撓止水部材１３を確実に連結することができる。
【００５１】
　さらに、可撓止水部材１３の中空部には、薄肉部を構成するＶノッチ１３ｈが形成して
あり、通常の変位量に対しては、中空部１３ｃの弾性変形で吸収することができ、過大な
変位量に対しては、薄肉部を構成するＶノッチ１３ｈから裂けるようにすることで、変位
を吸収すると同時に、止水性を保持することができる。
【００５２】
　また、コンクリート構造体を工場で製作することができるので、寸法精度が安定すると
ともに、品質を高く維持することができる。
【００５３】
　これにより、工場での製作と平行して現場での開削を開始することで、一層工期を短縮
することもできる。
【００５４】
　また、コンクリート構造体をＰＣ函体とすることで、軽量化を図ることができ、資材の
搬入・搬出、移動などを通常の重機を用いて行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】この発明のコンクリート構造体の継手構造およびその施工方法の一実施の形態に
かかるコンクリート構造体を排水工用水路に適用した場合の概略斜視図である。
【図２】この発明のコンクリート構造体の継手構造およびその施工方法の一実施の形態に
かかる目地部の断面図である。
【図３】この発明のコンクリート構造体の継手構造およびその施工方法の一実施の形態に
かかる組み立て手順を示す分解図である。
【図４】この発明のコンクリート構造体の継手構造およびその施工方法の一実施の形態に
かかる目地部の端面図である。
【図５】従来のコンクリート構造体の可撓止水継手の説明断面図およびその施工方法の説
明図である。
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【符号の説明】
【００５６】
１０　　　コンクリート構造体の継手構造
１１　　　コンクリート構造体
１２　　　コンクリート構造体
１２ａ　　切り欠き部
１２ｂ　　目地平行面
１２ｃ　　水路平行面
１２ｄ　　碇着面
１３　　　可撓止水部材（可撓止水継手）
１３ａ　　一端部
１３ｂ　　アンカー部
１３ｃ　　中空部
１３ｄ　　他端部
１３ｅ　　取付部
１３ｆ　　抜け止め用突起部
１３ｇ　　凸条
１３ｈ　　Ｖノッチ（薄肉部）
１４　　　目地部
１５　　　目地材
１６　　　目地詰め材
１６ａ　　取付ボルト
１７　　　内空詰め材
１８　　　インサート
１８ａ　　アンカーボルト
１９　　　寸切ボルト
１９ａ　　取付ナット
２０　　　押え部材
２０ａ　　押え板
２０ｂ　　固定用ブラケット
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